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＜ 資 料 ＞

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料

Ⅰ．宮澤・レーン事件関係判決書

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０００１
昭和一八年（れ）第二一六号 判決書
北海道帝国大学工学部学生 宮澤弘幸

昭和一八年五月
二七日

大審院第一刑事部
裁判長判事 久保田
美英、判事 日下部
義夫、宮城実、十川
寛之助、伏見正保

文書 １９４３

０００２
昭和一八年（れ）第二一六号 判決書
北海道帝国大学工学部学生 宮澤弘幸

昭和一八年五月
二七日

大審院第一刑事部
裁判長判事 久保田
美英、判事 日下部
義夫、宮城実、十川
寛之助、伏見正保

文書 １９４３

０００３
昭和十八年（れ）第二一七号 判決書
元北海道帝国大学予科英語教師 ハロル
ド・メシーレーン

昭和十八年六月
十一日

大審院第三刑事部
裁判長判事 三宅正
太郎、判事 神原甚
造、江國龜、佐伯顕
二、伏見正保

文書 １９４３

０００４
昭和十八年（れ）第二一七号 判決書
元北海道帝国大学予科英語教師 ハロル
ド・メシーレーン

昭和十八年六月
十一日

大審院第三刑事部
裁判長判事 三宅正
太郎、判事 神原甚
造、江國亀、佐伯顕
二、伏見正保

文書 １９４３

０００５
昭和十八年（れ）第二一八号 判決書
元北海道帝国大学予科英語教師 ポーリ
ン・ローランドシステア・レーン

昭和十八年五月
五日

大審院第二刑事部
裁判長判事 沼義雄
判事 駒田重義、日
下巌、久禮田益喜、
荻野益三郎

文書 １９４３

０００６
昭和十八年（れ）第二一八号 判決書
元北海道帝国大学予科英語教師 ポーリ
ン・ローランドシステア・レーン

昭和十八年五月
五日

大審院第二刑事部
裁判長判事 沼義雄
判事 駒田重義、日
下巌、久禮田益喜、
荻野益三郎

文書 １９４３

０００７ 判決 会社員 丸山護
昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判事 菅
原二郎、判事 松本
重美、宮崎梧一

文書 １９４２

０００８ 判決 会社員 丸山護
昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判示［事］
菅原二郎、判示［事］
松本重美、判事 宮
崎梧一

文書 １９４２

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０００９ 判決 会社員 丸山護 昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判事 菅
原二郎、判事 松本
重美、宮崎梧一

文書 １９４２

００１０ 判決 北海道帝国大学工学部助手 渡邊
勝平

昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判事 菅
原二郎、判事 松本
重美、宮崎梧一

文書 １９４２

００１１ 判決 北海道帝国大学工学部 助手 渡
辺勝平

昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判事 菅
原二郎、判事 松本
重美、宮崎梧一

文書 １９４２

００１２ 判決 北海道帝国大学工学部助手 渡邊
勝平

昭和十七年十二
月十六日

札幌地方裁判所刑事
部 裁判長判事 菅
原二郎、判事 松本
重美、宮崎梧一

文書 １９４２

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００１３［高橋あや子聞き取り］ ［１９８７年］１／３０ ［上田誠吉］ ノート １９８７

００１４ 宮沢事件研究 ［１９８７年］１／７‐４／
６ ［上田誠吉］ ノート １９８７

００１５ Ｍ事件通信ファイルⅠ［Ｍ事件通信１‐
１６］

１９８６．１１．１９‐
８７．２．２． 上田誠吉 ファイル １９８６‐

１９８７

００１６ Ｍ事件通信ファイルⅡ［Ｍ事件通信１７‐
３８］ ８７．２．４‐３．１． 上田誠吉 ファイル １９８７

００１７ Ｍ事件通信ファイルⅢ［Ｍ事件通信３９‐
６０］ ８７．３．１‐８．２５． 上田誠吉 ファイル １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００１８ 上田誠吉宛て秋間浩書簡 １９８６年１１月９日 秋間浩 書簡 １９８６

００１９ 上田誠吉宛て五十嵐功書簡 ［昭和］６１．１１．１７ 五十嵐功 書簡 １９８６

００２０ 秋間浩宛て上田誠吉書簡 １９８６年１１月２０日 上田誠吉 書簡 １９８６

００２１ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 １９８６年１２月 秋間浩、美江子 書簡 １９８６

００２２ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 １９８６年１２月 秋間浩、美江子 書簡 １９８６

００２３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８６．１２．２１ 上田誠吉 書簡 １９８６

Ⅱ．ノート・原稿ファイル

Ⅲ‐１．資料ファイル（１）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００２４ 戸籍謄本（宮澤雄也） 昭和六拾壱年拾
弐月拾六日

東京都世田谷区長
大場啓二 文書 １９８６

００２５ 戸籍謄本（秋間浩） 昭和６１年１２月１８日 東京都国立市長 谷
清 文書 １９８６

００２６［メモ 秋間浩］ ［１９８６年］ ［上田誠吉］ メモ １９８６

００２７ TOKU MIYAZAWA――VISIT AND
IMMIGRATION TO USA

１９６６／０６／１８‐
１９７４／０８／２６ 文書 １９６６‐

１９７４

００２８ 旅券 宮沢とく 11 JUN 1966 外務省 文書 １９６６

００２９ CERTIFICATE OF DEATH FEBRUARY,
A. D. 1982.

ATATE OF
COLORADO 文書 １９８２

００３０「神宮外苑に学徒の壮行祭典」 昭和十八年十月
二十一日 『朝日新聞』 印刷物 １９４３

００３１ 宮沢事件研究 １９８６．１２．１１． 上田［誠吉］ 原稿 １９８６

００３２［メモ 黒岩喜久雄］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００３３［黒岩喜久雄聞き取り］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

００３４［メモ スケレベコタン］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００３５［メモ 東教授きゝとりメモ］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００３６［地図 世田谷区、千代田区］ 印刷物

００３７［東京府立第六中学校第１１回生名簿］ ［朝陽会名簿］ 印刷物

００３８［メモ 渋谷区史 下巻］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００３９［メモ 空襲に逃げまどう宮沢家］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００４０「北方の国家秘密――北大生の受難とその周辺――」構成案 ［１９８７年］ 上田誠吉 原稿 １９８７

００４１ 宇井孝子宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］２／１５ 上田誠吉 書簡 １９８７

００４２ 江橋英五郎宛て上田誠吉書簡 ８７．３．１０ 上田誠吉 書簡 １９８７

００４３［メモ 奥井津二］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００４４ 御報告 ８７．３．２７． 善木［しのぶ］ メモ １９８７

００４５ 奥井津二宛て上田誠吉書簡 昭和六二年三月
二八日 上田誠吉 書簡 １９８７

００４６ 菅井とし「国家秘密法阻止 体験を語り
継げ」 ８７．４．１２． 『北海道新聞』 印刷物 １９８７

００４７ 落合恵子「ちょっと待ってMONDAY」
連載エッセー２４ ８７．４．１２． 『サンデー毎日』 印刷物 １９８７

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００４８ 上田誠吉宛て江橋英五郎書簡 ［１９８７年］四月一
五日

江橋法律事務所 江
橋英五郎 書簡 １９８７

００４９「国家秘密法」に反対する市民集会へのご案内 昭和六二年五月 札幌弁護士会 会長
藤本昭夫 文書 １９８７

００５０「国家秘密法多角的に検証」 １９８７年６月８日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

００５１「１４ 札幌北十一条（北十五条時代）協
会の創立」 印刷物

００５２ 要請書 一九八七年六月
一〇日

自由法曹団北海道支
部 支部長 弁護士
廣谷睦男、常任理
事 弁護士 佐藤太
勝、弁護士 佐藤哲
之

文書 １９８７

００５３『旬刊 自由法曹団通信』５２６号 一九八七年八月
二一日 自由法曹団本部 印刷物 １９８７

００５４ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 ８７．９．７ 郷路征記 書簡 １９８７

００５５「ある北大生の受難――国家秘密法の爪痕――」普及委員会 １９８７．９．９ 普及委員会 文書 １９８７

００５６『ある北大生の受難』（出版広告） １９８７年９月２２日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

００５７『ある北大生の受難』（出版広告） １９８７年９月３０日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

００５８ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 ［１９８７年１０月］ 秋間美江子 書簡 １９８７

００５９
HIROSHI AKIMA, “Comments on
‘Optimal Contour Mapping Using
Universal Kriging’ by Ricardo A. Olea”

FEBRUARY, 10,
1975

JURNAL OF
GEOPHYSICAL
RESEARCH, VOL. 80,
NO.5

印刷物 １９７５

００６０［メモ 正誤］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００６１「福山市に「民主会館」落成」 ［１９８７年］ 『赤旗』 印刷物 １９８７

００６２「「このままでいいの？」市民団体ら各地で集会へ」 ［１９８７年］１０／２ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

００６３［高松三守訃報］ １９８７年１０月２、
３日

『北海道新聞』、『朝日
新聞』、『読売新聞』 印刷物 １９８７

００６４ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．４ 上田誠吉 書簡 １９８７

００６５『ある北大生の受難』（書評 亀井淳） １９８７年１０月５日 『赤旗』 印刷物 １９８７

００６６『ある北大生の受難』（出版広告） １９８７年１０月９日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

００６７ Fosco Maraini著“Meeting with Japan”
についての覚書 ［１９８７年］ 上田誠吉 原稿 １９８７

００６８［メモ 補筆・補正］ ８７．１０．１２ 上田［誠吉］ 原稿 １９８７

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００６９ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．１３ 上田誠吉 書簡 １９８７

００７０［メモ 碑文］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

００７１ 及川武宜宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．１６ 上田誠吉 書簡 １９８７

００７２［『ある北大生の受難」（紹介）］ ［１９８７年］１０／１９ 『東京新聞』 印刷物 １９８７

００７３ 及川武宜宛て上田誠吉書簡 ８７．１１．１０ 上田誠吉 書簡 １９８７

００７４「ある北大生の受難」・訂正・補筆の計画 ８７．１０．１２ 上田［誠吉］ 原稿 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００７５ 札幌・網走・帯広刑務所長連絡先 ［１９８６年］ ［上田誠吉］ メモ １９８６

００７６ 最高裁判所事務総局総務局長宛て大審院
事判決原本閲覧・撮影許可願

昭和五十九年十
一月二十九日

神戸大学法学部教授
藤原明久、大学院法
学研究科博士課程
村上一博

文書 １９８４

００７７ 戦史叢書“陸海軍年表” メモ １９８７

００７８ 刊行見本 防衛庁防衛研究所戦史部著
大東亜戦争公刊戦史 『朝雲新聞社』 印刷物

００７９ 刑事訴訟法 昭和十八年 『六法全書』 印刷物 １９４３

００８０ 刑事確定訴訟記録法（仮称）要綱骨子 六一・一二・九 文書 １９８６

００８１ 資料２ 検務関係文書等保存事務暫定要
項 文書

００８２ 資料３ 事件記録等保存規程 文書

００８３ 資料６ 第百二回国会衆議院法務委員会
議事録 第十三号 文書

００８４［宮�梧一経歴］ 印刷物

００８５ 名刺（宮�梧一） 宮�梧一 印刷物

００８６［弁護士名簿］ 印刷物

００８７
札幌地方検察庁検事正亀山継夫宛て刑事
事件確定記録及び確定判決閲覧謄写の申
請

昭和六一年十二
月一九日

弁護士 上田誠吉、
藤原真由美 文書 １９８６

００８８ 札幌地検第二課長中村政吉からの電話内
容メモ ８６．１２．２４． 上田誠吉 メモ １９８６

Ⅲ‐２．資料ファイル（２）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

００８９
札幌地方検察庁検事正亀山継夫宛て刑事
事件確定記録及び確定判決閲覧謄写の申
請

昭和六二年一月
八日

弁護士 上田誠吉、
藤原真由美 文書 １９８７

００９０ 札幌地方裁判所所長大西一夫宛刑事事件
確定判決閲覧謄写の申請

昭和六十二年一
月二七日

弁護士 上田誠吉、
藤原真由美 文書 １９８７

００９１ 宮城刑務所所長橘田平治宛て判決謄本の
閲覧、謄写の申請

昭和六二年二月
七日

弁護士 上田誠吉、
藤原真由美 文書 １９８７

００９２［札幌地方裁判所からの回答］ 昭和６２年２月１０日 札幌地方裁判所事務
局総務課長都築豊 文書 １９８７

００９３ 判決謄本の閲覧謄写について 昭和６２年２月１３日 宮城刑務所長 橘田
平治 文書 １９８７

００９４ 札幌地方検察庁総務部長今井健次宛て上
田誠吉書簡

昭和六二年二月
一三日 上田誠吉 書簡 １９８７

００９５ 宮城刑務所長宛て上田誠吉書簡 昭和六二年二月
十九日 弁護士 上田誠吉 書簡 １９８７

００９６ 入出所の年月日について 昭和６２年２月２４日 宮城刑務所長 橘田
平治 文書 １９８７

００９７ 最高裁判所事務総局総務局長宛て刑事確
定判決閲覧申請

昭和六二年三月
三日

東京弁護士会員 上
田誠吉 文書 １９８７

００９８［調査メモ］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

００９９［レーン夫妻大審院判決担当判事名の解読］ 昭和十八年 文書 １９４３

０１００ 判決書閲覧謄写の申請について 昭和６２年３月６日 札幌地方検察庁総務
部長今井健次 文書 １９８７

０１０１ 網走・帯広・札幌各刑務所宛て照会並び
に刑事確定判決閲覧謄写のお願い

昭和六二年三月
一二日 弁護士 上田誠吉 文書 １９８７

０１０２ 照会等について（回答） 昭和６２年３月１９日 帯広刑務所長 妙圓
園正行 文書 １９８７

０１０３ 照会事項について（回答） 昭和６２年３月２０日 札幌刑務所長 川畑
耕 文書 １９８７

０１０４ 照会並びに刑事確定判決閲覧謄写につい
て（回答） 昭和６２年３月２０日 網走刑務所長 武田

一夫 文書 １９８７

０１０５ 照会に対する回答について 昭和６２年３月２６日 網走刑務所長 武田
一夫 文書 １９８７

０１０６ 横路民雄、長田正寛「斎藤忠男先生に聞
く――宮沢事件について――」 １９８７年２月 『札幌弁護士会々報』

２０７ 印刷物 １９８７

０１０７「国家秘密法 底に流れるものは…」 １９８７年２月２２日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０１０８ ローランド・レーン一家
北光教会 Ｔ２．建築

［昭和］６２年３月８
日 写真 １９８７

０１０９「刑事確定訴訟法（仮称）要綱骨子」に対する意見書 昭和六二年三月 日本弁護士連合会 文書 １９８７

０１１０ 大川隆司「一人の「スパイ」の獄死」 ８７．３．１１ 『団通信』５１０号 印刷物 １９８７

０１１１ 横浜事件再審裁判を支援する会 Ｎｏ．２ １９８７．３．１５ 横浜事件再審裁判を
支援する会 印刷物 １９８７

０１１２「卓上四季」 Ｓ６２．３．１６ 『北海道新聞』 印刷物 １９８７
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０１１３ 村田馨「秘密法の犠牲者私のとなりに
も」 ３／２４ ８７ 『北海道新聞』 印刷物 １９８７

０１１４［スパイ事件逮捕者統計］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０１１５ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 一九八七年五月
八日 郷路征記 書簡 １９８７

０１１６ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 六月十一日 郷路征記 書簡 １９８７

０１１７ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 一九八七年六月
一二日 郷路征記 書簡 １９８７

０１１８『ある北大生の受難』校正原稿 ［１９８７年］ 上田誠吉 原稿 １９８７

０１１９ 日本基督教団札幌北光教会宛て上田誠吉
書簡

一九八七年六月
二五日 上田誠吉 書簡 １９８７

０１２０ 北海道大学宛て上田誠吉書簡 一九八七年六月
二五日 上田誠吉 書簡 １９８７

０１２１ 古川哲郎「魚雷戦術」 昭和十七年二月
一日

『科学知識』第２２巻
第２号 印刷物 １９４２

０１２２ 木内達三「電撃機と魚雷」 昭和十八年五月
一日

『科学知識』第２３巻
第５号 印刷物 １９４３

０１２３『札幌弁護士会百年史』［抜粋コピー］ 昭和五八年七月
二八日 札幌弁護士会 印刷物 １９８３

０１２４［Ｈ．レーン関連資料］ 印刷物

０１２５ 橋本誠二「ペテガリへの大ケルン」 一九五九年四月
十五日

『ケルンに生きる――
遭難の手記――』
（二玄社）

印刷物 １９５９

０１２６［メモ 松本照男氏来訪］ ［１９８７年］７／１３ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０１２７ 松本照男宛て宮澤弘幸書簡 ［昭和］１５．８．２６ 宮澤弘幸 書簡 １９４０

０１２８『渋谷区史』［抜粋コピー］ １９５２年６月 東京都渋谷区 印刷物 １９５２

０１２９ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 ［昭和］６２．７．１７ 秋間浩、美江子 書簡 １９８７

０１３０ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 一九八七年八月
一九日 郷路征記 書簡 １９８７

０１３１ ハロルド・Ｍ・レーン先生、ポーリン・
Ｒ・レーン先生記念追悼礼拝式次第 １９８７年９月３０日 日本基督教団 文書 １９８７

０１３２ 登録取消 昭和六二年一〇
月一日 日本弁護士連合会 印刷物 １９８７

０１３３［『ある北大生の受難』（書評）］ ８７．１０．２６ 『新婦人しんぶん』 印刷物 １９８７

０１３４『きぼうの虹』第１５９号 昭和６２年１０月２６日 北海道大学生活協同
組合 印刷物 １９８７

０１３５［後藤昌次郎『ある北大生の受難』（書評）］ 昭和６２年１０月２９日『北海道新聞』 印刷物 １９８７

０１３６［内田ひで氏から聞き取りについて］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０１３７ 内田ひで「バビロン女囚の記」 １９８３年９月３０日
『ホーリネス・バン
ドの奇跡』（新教出
版社）

印刷物 １９８３

０１３８「今こそ、言論・表現の自由を！」１１．４市民集会
［１９８７年］１１月
４日

「今こそ、言論・表
現の自由を！」１１．４
市民集会実行委員会

印刷物 １９８７

０１３９「言論の自由へ連帯の輪」 ８７．１１／５ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０１４０「言論への暴力を許すな」 ８７．１１．５ 『赤旗』 印刷物 １９８７

０１４１「ジャーナリズムの危機に思う」 ８７．１１．５ 『赤旗』 印刷物 １９８７

０１４２ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８７．１１．６ 上田誠吉 書簡 １９８７

０１４３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１１月６
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０１４４ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１１月６
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０１４５［志田弁護士からの聞き取り］ ８７．１１．１４ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０１４６［米田豊からの聞き取り］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０１４７「男にゃ頼れぬ「秘密法反対」」 ［１９８７年］１１／２２ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０１４８ 田中了「“テンノウはどうしているか”」 １９８７年１１月２３日 『赤旗』 印刷物 １９８７

０１４９ 田中了、Ｄ．ゲンダーヌ『ゲンダーヌ』［抜
粋コピー］ １９７８年９月 徳間書店 印刷物 １９７８

０１５０ 秋間浩宛て渡辺脩書簡 １９８７年１１月２９日 東京合同法律事務所
編集委員長 渡辺脩 書簡 １９８７

０１５１「家族三代そろって来年は日本ルーツ旅行」 ［１９８７年］１１／３０ 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０１５２ 塩田庄兵衛「自由民権百年の街を歩い
て」 昭和６２年１２月１日『高知新聞』 印刷物 １９８７

０１５３ 体験が語る国家秘密法 １９８７年１２月４日 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０１５４『ある北大生の受難』録音図書作成・利用承諾依頼書 昭和６２年１２月１２日 江東区立江東図書館
長 植木伸 文書 １９８７

０１５５［Hecker氏のguest bookの抜粋書き抜き］［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０１５６ アール・マイナー『日本を映す小さな
鏡』［抜粋コピー］

昭和三十七年六
月三十日 筑摩書房 印刷物 １９６２

０１５７「軍機保護法違反被告事件」 ［１９４３年］ 『大審院刑事判例集』
第２２巻 印刷物 １９４３

０１５８「軍機保護法」 印刷物

０１５９「裁判構成法」「戦時刑事特別法」「陸軍刑法」「刑事訴訟法」 印刷物
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資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０１６０「外諜容疑者一斉検挙」 昭和十六年 『外事警察概況』 印刷物 １９４１

０１６１［宮澤・レーン事件検挙者］ 昭和十七年 『外事警察概況』 印刷物 １９４２

０１６２「宮澤弘幸に対する軍機保護法違反被告事件上告審判決」 昭和十八年 『思想月報』１０２号 印刷物 １９４３

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０１６３ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ［１９８７年］一月元
旦 山本玉樹 書簡 １９８７

０１６４ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７．１．５． 山本玉樹 書簡 １９８７

０１６５ THE LANE MEMORIAL
SCHOLARSHIPS August 7, 1965 ［北海道大学］ 文書 １９６５

０１６６ 北海道大学レーン奨学金給付内規 昭和五十一年五
月三一日 ［北海道大学］ 文書 １９７６‐

１９８４

０１６７ Ｅ．マイナー、Ｄ．Ｍ．ハンフリーズ宛て
書簡［レーン奨学金報告］ １９８３‐１９８６年 東晃、高久慎一 書簡 １９８３‐

１９８６

０１６８『七十年の歩み 札幌北光教会創立７０周年
記念 １８９６～１９６６』［抜粋コピー］ １９６６年１０月

日本キリスト教団札
幌北光教会七十周年
記念誌編集委員会

印刷物 １９６６

０１６９［Ｆ．マライーニ関連資料］ ［１９８５‐１９８６年］ 国際交流基金 ほか 文書 １９８５‐
１９８６

０１７０ BOULDER FOR THE INTERNATIONAL
VISITOR １９８６ Boulder Council 印刷物 １９８６

０１７１ 御報告［上田誠吉宛て］ ８７．３．２６ 善木［しのぶ］ 書簡 １９８７

０１７２［バチェラー・マンロー関連図書コピー］１９８１，１９８３年 『来日西洋人名事典』、
『北海道百科事典』 印刷物 １９８１‐

１９８３

０１７３［レーン・ローランド関連図書コピー］ １９６９，１９８０，１９８１
，１９８３年

『瓔珞』１８号、『北海
道大百科事典』、『来
日西洋人名事典』、
『開拓の群像』、『北
大百年史』部局史

印刷物 １９６９‐
１９８３

０１７４［クェーカー関連図書コピー］ 印刷物

０１７５“THE LIFE AND WRITINGS OF
ABRAHAM LINCOLN”［抜粋コピー］ １９４０ RANDOM HOUSE 印刷物 １９４０

０１７６“Benjamin Franklin”［抜粋コピー］ 印刷物

０１７７“THE BEGINNINGS OF QUAKERISM”
［抜粋コピー］ １９１２ WILLIAM C.

BRAITHWAITE 印刷物 １９１２

０１７８［『北大百年史』通説、部局史［抜粋コピー］１９８０，１９８２年 北海道大学 印刷物 １９８０‐
１９８２

Ⅲ‐３．資料ファイル（３）
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資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０１７９［北海道大学工学部会員名簿コピー］ 昭和六十年 北海道大学工学部同
窓会 印刷物 １９８５

０１８０［宮澤・レーン事件検挙者］ 昭和十七年 『外事警察概況』 印刷物 １９４２

０１８１『日伊文化研究』第３号［抜粋コピー］ 昭和十六年十一
月二十日 日伊協会 印刷物 １９４１

０１８２ Ｈ．ヘッカー「私の教育的修行時代」 昭和４０年６月 『北大季刊』第２８号 印刷物 １９６５

０１８３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８７．１．３０ 上田誠吉 書簡 １９８７

０１８４ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年二月
三日 山本玉樹 書簡 １９８７

０１８５ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年２月２０日 山本玉樹 書簡 １９８７

０１８６ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年２月２３日 山本玉樹 書簡 １９８７

０１８７ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］ 上田誠吉 書簡 １９８７

０１８８ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ８７．２．２７． 山本玉樹 書簡 １９８７

０１８９ 上田誠吉宛て岩澤健蔵書簡 ［１９８７年］２月２３
日 岩澤健蔵 書簡 １９８７

０１９０ 上田誠吉宛て岩澤健蔵書簡 ８７．８．６． 岩澤健蔵 書簡 １９８７

０１９１ 鈴江英一宛て上田誠吉書簡 八七年二月二三
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０１９２ Ｊ．Ｍ．ローランドに関する資料について
（回答） 昭和６２年３月１日 北海道立文書館事業

課普及閲覧係 文書 １９８７

０１９３ 上田誠吉宛て水野一書簡 昭和六二年三月
一二日 水野一 書簡 １９８７

０１９４ 上田誠吉宛て安芸晴子書簡 ［１９８７年］二月二
十五日 安芸晴子 書簡 １９８７

０１９５ 上田誠吉宛て安芸晴子書簡［レーン関係
英文資料等同封］ MAR 26 ’87 安芸晴子 書簡 １９８７

０１９６ 上田誠吉宛て郷路征記書簡 昭和六二年四月
一日 弁護士 郷路征記 書簡 １９８７

０１９７ 文書送付の件［上田誠吉宛て、新聞コ
ピー同封］ 昭和６２年５月１８日 弁護士 郷路征記 文書 １９８７

０１９８ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年４月５日 山本玉樹 書簡 １９８７

０１９９ 山本玉樹宛て田中了書簡 ［１９８７年］四月六
日 田中了 書簡 １９８７

０２００ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ８７．４．８． 山本玉樹 書簡 １９８７

０２０１ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年５月８日 山本玉樹 書簡 １９８７

０２０２ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年５月１１日 山本玉樹 書簡 １９８７
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２０３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］五月十
三日 上田誠吉 書簡 １９８７

０２０４ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年六月
八日 山本玉樹 書簡 １９８７

０２０５ 竹澤哲夫「刑事確定訴訟記録法案につい
て」 １９８７．６．１ 『ジュリスト』８８６号 印刷物 １９８７

０２０６ 上田誠吉宛て垣内良子書簡 ８７．７．９． 札幌北光教会事務書
記 垣内良子 書簡 １９８７

０２０７ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年７月２０日 山本玉樹 書簡 １９８８

０２０８ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ８７．７．２７ 山本玉樹 書簡 １９８８

０２０９ 『北海タイムス』記事 昭和十六年十二
月九日 『北海タイムス』 印刷物 １９４１

０２１０ 『朝日新聞』記事 昭和十八年十月
二十一日 『朝日新聞』 印刷物 １９４３

０２１１ 「外国人スパイ一斉検挙」 ［昭和］１６．１２／９ 『朝日新聞』 印刷物 １９４１

０２１２『北海道帝国大学新聞』記事コピー

昭和十二年四月
二十七日、昭和
十三年三月二十
二日、十二月二
十日、昭和十四
年二月二十一
日、昭和十五年
四月十六日、五
月十四日

『北海道帝国大学新
聞』 印刷物 １９３７‐

１９４０

０２１３『ホーリネス・バンドの軌跡』［抜粋コピー］ １９８３年９月
ホーリネス・バンド
昭和キリスト教弾圧
史刊行会

印刷物 １９８３

０２１４ 改正原戸籍謄本（田中しづ） 昭和６２年３月２６日 沙流郡平取町長 宮
内泰郎 文書 １９８７

０２１５ 上田誠吉宛て田中しづ書簡［写真同封］ ８７．７．３０． 田中しづ 書簡 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２１６ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年二月
十九日 山本玉樹 書簡 １９８７

０２１７ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年五月
二六日 山本玉樹 書簡 １９８７

０２１８［メモ １、国家秘とはなにか］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０２１９『日本鉄鋼業の現況』 昭和６２年５月２３日 新日本製鐵（株） 総
合調査部 印刷物 １９８７

Ⅲ‐４．資料ファイル（４）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）

―１１５―



資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２２０「資料紹介 第五方面軍作戦概史」（１）‐
（４）

昭和４８年１２月８，
２８日、昭和４９年３
月２３日、６月２９
日

『新しい道史』６０‐６３
（北海道道史編集所） 印刷物 １９７３‐

１９７４

０２２１「牧之内哀歌 飛行場の朝鮮人受難」１‐
６

１９７３．６．６‐８，１３‐
１５

『北海道新聞』根室
版 印刷物 １９７３

０２２２８６ 北海道基地調査 第２２回矢臼別平和
盆おどり 学習資料 ８６［年］ 北海道平和委員会 印刷物 １９８６

０２２３『平和新聞』第１１９４号 １９８６年１０月２５日 北海道平和委員会 印刷物 １９８６

０２２４ 山本三生編『北海道地理大系』第１０巻
北海道・樺太篇 ［抜粋コピー］

昭和五年二月二
十日 改造社 印刷物 １９３０

０２２５『北海タイムス年鑑』［抜粋コピー］ 昭和十六年版 北海タイムス社 印刷物 １９４１

０２２６［計根別、牧野内飛行場関連資料］ 印刷物

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２２７ 私たちはスパイじゃない！ おそるべき
国家秘密法案

昭和六二年四月
一日 札幌弁護士会 印刷物 １９８７

０２２８《フォスコ・マライーニさんから聞く》 昭和６２年５月１日
［札幌］弁護士会
高橋、広谷、内田、
�崎、伊藤（整）

印刷物 １９８７

０２２９『７・９集会通信』第１号 ［昭和］６２・５・６
札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会７・９集会準備班

印刷物 １９８７

０２３０『７・９集会通信』第２号 ［昭和］６２．５．１２
札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会７・９集会準備班

印刷物 １９８７

０２３１『７・９集会通信』第４号 ［昭和］６２・６・４
札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会７・９集会準備班

印刷物 １９８７

０２３２『７・９集会通信』第５号 ［昭和］６２・６・１７
札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会７・９集会準備班

印刷物 １９８７

０２３３『７・９集会通信』第７号 ［１９８７年］
札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会７・９集会準備班

印刷物 １９８７

０２３４ 白川洋一先生に聞く、大條正義氏に聞
く、松本照男氏に聞く

昭和６２年６月１８日、
５月１４日 郷路征記 印刷物 １９８７

０２３５ 電話聴取書 宮澤弘幸氏に関する諸情報
について 昭和６２年５月２８日 武田ひろ子（受信者

弁護士 岩本勝彦） 印刷物 １９８７

０２３６『国家秘密法通信』第３号 札幌弁護士会国家秘
密法対策特別委員会 印刷物 １９８７

Ⅲ‐５．資料ファイル（５）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２３７ 要請書 一九八七年六月
一〇日

自由法曹団北海道支
部 支部長 弁護士
廣谷睦男、常任理事
弁護士 佐藤太勝、
佐藤哲之

文書 １９８７

０２３８ 高橋宛てＦ．マライーニ書簡 June 20, 1987 Ｆ．マライーニ 書簡 １９８７

０２３９ 宮沢弘幸さんの思い出 １９８７年６月 フォスコ・マライー
ニ 印刷物 １９８７

０２４０ 上田誠吉宛て札幌弁護士会国家秘密法対
策特別委員会有志書簡 昭和６２年６月２４日

札幌弁護士会国家秘
密法対策特別委員会
有志 藤本昭夫、郷
路征記、岩本勝彦

書簡 １９８７

０２４１「宮沢事件 ４６年ぶり問い直す」 昭和６２年７月３日『北海道新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０２４２ 戦時中の事件から秘密法を批判 ［昭和］６２．７．５． 『読売新聞』 印刷物 １９８７

０２４３ 秘密法反対「宮澤事件の真実」に賛同
旭川などでも市民集会

［昭和］６２年７月５
日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２４４ ７・９市民集会予定表 ８７年７月６日 北海道ゴウドウホウ
リツ事務所 文書 １９８７

０２４５ ビデオ原稿 ８７年７月６日 北海道ゴウドウホウ
リツ事務所 原稿 １９８７

０２４６「国家秘密法への警鐘 宮沢事件」 １９８７年７月６日 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０２４７ 国家秘密法を考える集いの開催について ８７‐０７‐０６
北海道大学生活協同
組合 理事室 竹腰
和夫

文書 １９８７

０２４８ 住宅街かすめ軍用列車 自衛隊北方機動
演習 ［１９８７年］７／６ 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２４９ 宮沢事件 不幸な家族もう二度と… ８７．７．８． 『北海道新聞』 印刷物 １９８７

０２５０ 宮沢事件の真実 チラシ １９８７年７月９日 札幌弁護士会 印刷物 １９８７

０２５１ 宮沢事件の真実 Program １９８７年７月９日 札幌弁護士会 印刷物 １９８７

０２５２ 国家秘密法に反対する市民集会 宮沢事
件の真実 １９８７年７月９日 札幌弁護士会 印刷物 １９８７

０２５３「国家秘密法」に反対する市民集会 宮
沢事件の真実 プログラム

一九八七年七月
九日 札幌弁護士会 印刷物 １９８７

０２５４ レーン夫妻写真 写真

０２５５［メモ 写真について］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０２５６ 斎藤忠男先生に聴く ［１９８７年］ 岩本勝彦 印刷物 １９８７

０２５７ 府立六中、あてね・さつぽろ、大陸一貫
鉄道論、思想、外国人・特高 ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０２５８［メモ 秋間美江子発言メモ］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２５９［箸袋メモ］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０２６０ 関裕次宛て英文書簡 ［１９８７年］ 書簡 １９８７

０２６１ 国家秘密法への警鐘 宮沢事件 ［１９８７年７月９
日］ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２６２ スパイ容疑で死んだ兄 国家秘密法に反
対 １９８７年７月１６日 『毎日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０２６３「４６年前の「宮沢事件」」 ８７．７．２１ 『毎日新聞』 印刷物 １９８７

０２６４ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 ［１９８７年］七月二
十三日 秋間浩、美江子 書簡 １９８７

０２６５『不屈』札幌版 NO５号 １９８７．７．２５ 治維法同盟札幌支部 印刷物 １９８７

０２６６ 斎藤進「ココムと辛め再び秘密法？」
倉林洋子「スパイ事件の裏に何がある」 ［１９８７年］７／２６ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２６７ 郷路征記「被害者の訴えほど心を打つも
のはない」 ［昭和］６２．７．３１．『国家秘密法ニュース』第１０号 印刷物 １９８７

０２６８「４６年前の「宮沢事件」」 ８７．７．２１． 『毎日新聞』 印刷物 １９８７

０２６９「第２６回全国司研集会を開催 上田弁護士
が講演」 １９８７年７月２５日 『全司法新聞』 印刷物 １９８７

０２７０ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］７月２９
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０２７１ 郷路征記「宮沢事件の教訓」 １９８７年８月９日 『毎日新聞』 印刷物 １９８７

０２７２ 郷路征記「宮沢事件の教訓」 １９８７年８月９日 『毎日新聞』 印刷物 １９８７

０２７３ Ｒ．Ｅ．マイナー宛て秋間浩書簡 August 29, 1987 秋間浩 書簡 １９８７

０２７４「あのねのね通信」No．３ ８７．８．３１
「国家秘密法」に反
対する女の会・北海
道

印刷物 １９８７

０２７５「スパイ防止ってなんだ」①‐⑩ １９８７年１０月１２‐
２１日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２７６ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８７．１１．２６ 上田誠吉 書簡 １９８７

０２７７ ダーチャ・マライーニ「モラビアとわた
し」 １９８４年１１月２９日 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８４

０２７８「モラビア氏死去」 ９０．９．２７． 『朝日新聞』、『赤旗』 印刷物 １９９０

０２７９ リンドバーグ関係資料 １９３１年８月１３‐
２９日 『東京朝日新聞』 印刷物 １９３１

０２８０「北千島新風土記」
１９４１年７月１７‐
１９，２２，２３，２５，２６
日

『朝日新聞』 印刷物 １９４１
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２８１ 職員住所録

昭和十五年十一
月一日、昭和十
六年十月十五
日、昭和十七年
十月十日

北海道帝国大学 印刷物 １９４０‐
１９４２

０２８２［宮澤家過去帳］ ［１９８７年］ 本立寺 文書 １９８７

０２８３「恩賜賞に伊藤氏 学士院賞大庭氏ら８
氏にも」 １９８６年３月１３日 『朝日新聞』 印刷物 １９８６

０２８４「賞金額 １００分の１ 日本学士院賞５０万
円」 ８７．６／９ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２８５ 白堊館の人たち １９６６年 にれの花詩社 印刷物 １９６６

０２８６『ある北大生の受難』校正原稿 ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０２８７「緒方宅盗聴で神奈川県警 渦中の二幹
部疑惑の移動」 ８７．６．１４． 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２８８「国家秘密法の危険告発」「秘密法反対 東京で二集会」 ８７．６．２１． 『赤旗』
『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２８９「緒方宅盗聴 不起訴決めていない 最
高検が松本議員に言明」 ８７．６．３０． 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２９０「緒方宅電話盗聴事件 もみ消し許さず
真相究明を」 ８７．７．４． 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２９１「緒方宅盗聴事件 検察庁の姿勢に異議
あり」 ８７．８．２ 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２９２「緒方宅盗聴の追及を 上田弁護士が訴え」［１９８７年］１０／２２ 『赤旗』 印刷物 １９８７

０２９３ 古坂つぎ記念会 １９８３年６月３日 ［青山学院］ 印刷物 １９８３

０２９４［古坂つぎ訃報］ ８７ ６／４ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０２９５ 故古坂つぎ葬式 １９８７年６月６日 遺族代表 矢野慎一 印刷物 １９８７

０２９６ 古坂つぎ会葬礼状 昭和六十二年六
月六日

長女 矢野啓子、次
女 上田睦子、外
親戚一同

書簡 １９８７

０２９７ 古坂つぎ召天５０日挨拶状 昭和六十二年七
月 矢野啓子・上田睦子 書簡 １９８７

０２９８ 北海道国際婦人協会会報 第９号 昭和６２年３月２５日 阿部三恵 印刷物 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０２９９ 宮澤弘幸「満洲を巡りて」（一）（二）（三）
昭和十五年一月
十 二 日、二 十
六、二月十七日

『北海道帝国大学新
聞』 印刷物 １９４０

Ⅲ‐６．資料ファイル（６）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３００ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論」（一） 昭和十六年五月
一日

『満洲グラフ』第９
巻第５号 印刷物 １９４１

０３０１ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論」（二） 昭和十六年六月
一日

『満洲グラフ』第９
巻第６号 印刷物 １９４１

０３０２ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論」（三） 昭和十六年七月
一日

『満洲グラフ』第９
巻第７号 印刷物 １９４１

０３０３ 宮澤弘幸「戦車を習ふ」 昭和十六年六月
十日

『北海道帝国大学新
聞』 印刷物 １９４１

０３０４「天声人語」 昭和２１年３月６日『朝日新聞』 印刷物 １９４６

０３０５「憧れのエルム学園で『アイヌ民族』研究」 Ｓ．１３．１２．１６． 『北海タイムス』 印刷物 １９３８

０３０６ Ｆ．マライーニ、宮澤弘幸「“雪小屋”実
験手記」（上）（下）

昭和十五年二月
四、五日 『北海タイムス』 印刷物 １９４０

０３０７「冬の大雪山処女峰 オプタテシケ縦走
計画 マライーニ君敢然挑戦」

昭和十五年三月
十四日 『北海タイムス』 印刷物 １９４０

０３０８『北大百年史』部局史［抜粋コピー］ １９８１年 北海道大学 印刷物 １９８１

０３０９ 木坂順一郎『太平洋戦争』［抜粋コピー］ １９８２年１２月 『昭和の歴史』７（小
学館） 印刷物 １９８２

０３１０［メモ 宇都宮仙太郎について］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０３１１ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ８７．６．４． 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９８７

０３１２ 上田誠吉宛て豊田文子書簡 ８７．６．１２． 岡山母親大会実行委
員会 豊田文子 書簡 １９８７

０３１３ 上田誠吉宛て豊田文子書簡 ６２．６．１６ 岡山母親連絡会 豊
田文子 書簡 １９８７

０３１４『平野文庫』第２５号 １９８７年６月２０日 平野文庫 責任者平
野義政 印刷物 １９８７

０３１５「国家秘密法への警鐘 宮沢事件」 １９８７年７月６日 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０３１６［黒岩喜久雄聞き取りメモ］ ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０３１７「北星学園１００年記念行事」の予定について １９８７年 藤原真由美 メモ １９８７

０３１８ 依頼カード ［１９８７年］９月４
日 上田［誠吉］ 文書 １９８７

０３１９ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ［昭和］６２．９．９ 山本玉樹 書簡 １９８７

０３２０ 関祐次「レーン先生夫妻の追悼会 娘さ
ん招き人柄しのぶ」 １９８７年１０月２日 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０３２１ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１０月１２
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３２２「ある北大生の受難」・訂正・補筆の計画・２ ８７．１０．１９ 上田［誠吉］ 原稿 １９８７

０３２３ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．２０ 上田誠吉 書簡 １９８７

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３２４［『ある北大生の受難』（藤原真由美書評）］ １９８７年１０月２５日 『東京合同法律事務
所ニュース』第６１号 印刷物 １９８７

０３２５
昭和六二年新年号・二・三面企画案
〈――ドキュメント・「ある北大生の受
難」が出来るまで――〉

［１９８７年］ ［東京合同法律事務
所］ 文書 １９８７

０３２６
「国家秘密法に反対する市民集会――宮
沢事件の真実――」記録集・ビデオ購入
申込書

昭和六十二年十
月

札幌弁護士会 会長
藤本昭夫 文書 １９８７

０３２７『記録集 国家秘密法に反対する市民集
会「宮沢事件の真実」（１９８７年７月９日）』

昭和六二年一〇
月

札幌弁護士会 国家
秘密法対策特別委員
会

印刷物 １９８７

０３２８ 上田誠吉「北方の「国家秘密」――「ス
パイ」にされた青年たち」 ８７．１０ 『文化評論』１０月号 印刷物 １９８７

０３２９ 秋間浩、籔下彰治朗、山本玉樹、郷路征
記宛て原稿依頼

一九八七年一〇
月五日

東京合同法律事務所
ニュース編集委員長
渡辺脩、著者 上田
誠吉

文書 １９８７

０３３０［『ある北大生の受難』（豊田秀雄書評）］ １９８７年１０月１１日 『岡山民報』第９６４号 印刷物 １９８７

０３３１［『ある北大生の受難』（書評）］ ［１９８７年］１０／１２ 『朝日新聞』 印刷物 １９８７

０３３２［メモ 黒田しづ、矢作しづ、田中しづ］［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０３３３「北大生の受難」送付先（送り主：秋間浩、美江子） ［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０３３４『ある北大生の受難』重版のご通知 ［昭和］６２年１０月２０
日

朝日新聞社出版局 図
書編集室長 八尋舜右 文書 １９８７

０３３５『いま声をあげるとき』第一集 １９８７年１１月３日 憲法会議 印刷物 １９８７

０３３６「今こそ、言論・表現の自由を！」１１．４市民集会 １９８７年１１月４日
「今こそ、言論・表
現の自由を！」１１．４
市民集会実行委員会

印刷物 １９８７

０３３７「ベストセラーズ紹介」 ［１９８７年］１１／１６ 『赤旗』 印刷物 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３３８ 常田二郎「北星学園創立百周年記念と
レーン家の娘たち」 １９８７年１０月１０日 『基督教世界』第３４４９

号 印刷物 １９８７

０３３９ 佐藤貴美子、近藤芳子宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．２５ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３４０「国家秘密法制定のたくらみを葬りさろう」 ［１９８７年］ 佐藤貴美子、近藤芳
子 印刷物 １９８７

０３４１ 秋間浩宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１０月２７
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３４２ Ｅ．マイナー宛て上田誠吉書簡 October 27, ’87 上田誠吉 書簡 １９８７

Ⅲ‐７．資料ファイル（７）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３４３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１０月２７
日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３４４ 内田ヒデさん・聞き取りメモ ８７．１１．２８． 上田［誠吉］ 原稿 １９８７

０３４５ 上田先生宛の手紙をご紹介します ［１９８７年］ 印刷物 １９８７

０３４６ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１０．２９ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３４７ Ｅ．マイナー宛て上田誠吉書簡 November 6, ’87 上田誠吉 書簡 １９８７

０３４８ レーン先生のお嬢様へ 一九八七年十一
月十三日 神愛園 内田ヒデ 書簡 １９８７

０３４９ レーン先生のお嬢様へ 一九八七年十一
月十三日 神愛園 内田ヒデ 書簡 １９８７

０３５０［メモ 内田ヒデ］ ８７．１１．１９ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０３５１ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１１．２１ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５２ 山本宛て上田誠吉書簡 ［１９８７年］１１／３０ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５３ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８７．１１．２６ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５４ アールＥ．マイナー博士宛て上田誠吉書
簡 １９８７年１１月２４日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５５ 大阪府生活文化部文化課宛て上田誠吉書
簡 １９８７年１１月２４日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５６［メモ いくつかの新取材］ ８７．１１．３０． Ｓ．Ｕ［上田誠吉］ メモ １９８７

０３５７「ある北大生の受難」通信 No．３ ８７．１２．２． ［上田誠吉］ 印刷物 １９８７

０３５８ 常田二郎宛て上田誠吉書簡 ８７年１２月３日 上田誠吉 書簡 １９８７

０３５９［メモ Vol．Ⅰ １、検挙・処罰の理由］［１９８７年］ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０３６０ 内田ヒデとホーリネス教会事件 ８７．１２．６． 上田誠吉 原稿 １９８７

０３６１ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７．１２．６． 上田誠吉 書簡 １９８７

０３６２ ドラマの終幕――コロラドへの旅―― ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０３６３ ドラマの終幕――コロラドへの旅―― ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

０３６４ 上田誠吉宛て常田二郎書簡 昭和六弐年拾弐
月壱五日 常田二郎 書簡 １９８７

０３６５ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８７．１２．１７ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３６６ 内田ひで「バビロン女囚の記」 １９８３年９月３０日
『ホーリネス・バン
ドの奇跡』（新教出
版社）

印刷物 １９８３

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）

―１２２―



資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３６７ 小沢保知宛て上田誠吉書簡 ８７．１２．１７ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３６８ Ｅ．マイナー宛て上田誠吉書簡 ８７．１２．２２． 上田誠吉 書簡 １９８７

０３６９ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８７．１２．２２ 上田誠吉 書簡 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３７０ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 １９８７年１２月 秋間浩、美江子 書簡 １９８７

０３７１［メモ 北海道読書新聞、書評］ ［１９８７年］１２／１５ ［上田誠吉］ メモ １９８７

０３７２ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 ＤＥＣ．１６．１９８７ 秋間美江子 書簡 １９８７

０３７３ 森山軍治郎「人間不信の構造化」 １９８７年１２月２７日 『読書北海道』（北海
道読書新聞社） 印刷物 １９８７

０３７４ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８７．１２．２８ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３７５ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８７．１２．３０ 上田誠吉 書簡 １９８７

０３７６ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 ［１９８７年］十二月
三十一日 秋間美江子 書簡 １９８７

０３７７『東京合同法律事務所ニュース』第６２号 １９８８年１月１日 東京合同法律事務所 印刷物 １９８８

０３７８ 上田誠吉宛て石田勝心書簡 ［１９８８年］一月一
日 石田勝心 書簡 １９８８

０３７９ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．２ 上田誠吉 書簡 １９８８

０３８０ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八八年一月 山本玉樹 書簡 １９８８

０３８１ F. Marainiの覚書 ８８．１ Ｓ．Ｕ．［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０３８２ マライーニの受難 ８８．１ Ｓ．Ｕ．［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０３８３ レーン夫妻の受難 ８８．１ Ｓ．Ｕ．［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０３８４ 上田誠吉宛て小澤保知書簡 ［１９８８年］一月三
日 小澤保知 書簡 １９８８

０３８５ 上田誠吉宛て鎌倉啓三書簡 ［１９８８年］一月五
日 鎌倉啓三 書簡 １９８８

０３８６［メモ 高橋あや子氏より事務所に電話
あり］ ［１９８８年］１／７ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０３８７ Ｆ．マライーニ宛て上田誠吉書簡 一九八八年一月
八日 上田誠吉 書簡 １９８８

Ⅲ‐８．資料ファイル（８）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０３８８ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．９ 上田誠吉 書簡 １９８８

０３８９［『ある北大生の受難』（書評）］ ［１９８８年］１．１１ 『日刊ゲンダイ』 印刷物 １９８８

０３９０ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８８．１．１３ 上田誠吉 書簡 １９８８

０３９１ もう一つの、そしてもう一つの十二月八
日 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０３９２ Ｆ．マライーニ宛て上田誠吉書簡 ８８．１．１６． 上田誠吉 書簡 １９８８

０３９３ 上田誠吉宛て富森啓児書簡 一九八八年一月
一八日

長野中央法律事務所
富森啓児 書簡 １９８８

０３９４ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 ［昭和］６３．１．２０ 山本玉樹 書簡 １９８８

０３９５ 富森啓児宛て上田誠吉書簡 ８８．１．２１ 上田誠吉 書簡 １９８８

０３９６ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．２３． 上田誠吉 書簡 １９８８

０３９７「今、なぜ国家秘密法か」 ［１９８８年］１／２６ 印刷物 １９８８

０３９８［『記録集 国家秘密法に反対する市民集
会――宮沢事件の真実』（紹介）］

［１９８８年］２月１
日

『国家秘密法はいら
ない！ インフォメー
ションセンター』No．１３

印刷物 １９８８

０３９９ 郷路征記「「宮沢事件の真実」の記録集
ご一読下さい」 ８８．２．１１ 『自由法曹団通信』

５４３ 印刷物 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４００『東京エルム新聞』第３２３号、第３２４号 昭和６２年１１月１０
日、１２月１０日

東京エルム新聞編集
所 印刷物 １９８７

０４０１「体験が語る国家秘密法 文化放送がと
りあげる」 １９８７年１２月４日 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８７

０４０２ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 昭６２．１２．１２． 高橋あや子 書簡 １９８７

０４０３ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８７．１２．１７ 上田誠吉 書簡 １９８７

０４０４ 秋間浩、美江子宛て鎌倉啓三書簡 Dec. 20. 1987 鎌倉啓三 書簡 １９８７

０４０５ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８７．１２．２２ 上田誠吉 書簡 １９８７

０４０６ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８７．１２．２８ 上田誠吉 書簡 １９８７

０４０７ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．７ 上田誠吉 書簡 １９８８

Ⅲ‐９．資料ファイル（９）

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４０８ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．９． 上田誠吉 書簡 １９８８

０４０９［住所録］ ［１９８８年］ 上田誠吉 文書 １９８８

０４１０ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．１２ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４１１ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 ［昭和］６３．１．１５ 高橋あや子 書簡 １９８８

０４１２［メモ（宮城県の宮床）］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４１３ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 ［１９８８年］一月二
十日 高橋あや子 書簡 １９８８

０４１４ 高橋あや子氏・手紙・メモ ８８．１．１８ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４１５ 秋間美江子さんからの電話 ８８．１．１９ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４１６ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．２２． 上田誠吉 書簡 １９８８

０４１７ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１．２４ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４１８ 上田誠吉宛て高橋あや子発信ｆａｘ ８８‐０１‐２５ 高橋あや子 書簡 １９８８

０４１９ 海軍委託学生の件 ８８．１．２６ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４２０ 山本玉樹宛て善木［しのぶ］書簡 １９８８．１．２９
東京合同法律事務所
書籍担当 善木［し
のぶ］

書簡 １９８８

０４２１［メモ（２／１ あや子氏より来電）］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４２２ 高橋勝彦宛て上田誠吉書簡 一九八八年二月
一日 上田誠吉 書簡 １９８８

０４２３ 高橋あや子、高橋照子宛て上田誠吉書簡 一九八八年二月
一日 上田誠吉 書簡 １９８８

０４２４ 高橋あや子宛て上田誠吉書簡 ８８．２．２ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４２５ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡 ８８．２．２ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４２６ 善木［しのぶ］宛て及川［武宣］発信 fax ８８ ０２／０２ 朝日新聞 及川［武
宣］ 書簡 １９８８

０４２７ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 ［昭和］６３．２．２． 高橋あや子 書簡 １９８８

０４２８ 高橋あや子、高橋照子宛て上田誠吉書簡
［下書き］ ８７［８８］．２．２． 上田誠吉 書簡 １９８８

０４２９ 秋間浩、美江子、山本玉樹宛て上田誠吉
書簡［下書き］ ８８．２．４ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４３０［『ある北大生の受難』（書評 谷垣敏子）］１９８８年２月５日 『通信労組』８１号 印刷物 １９８８

０４３１ 上田誠吉宛て高橋照子書簡 昭和六十三年二
月八日 高橋照子 書簡 １９８８

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）

―１２５―



資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４３２ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 ［昭和］６３．２．１２． 高橋あや子 書簡 １９８８

０４３３ 山本玉樹、秋間浩、美江子宛て上田誠吉
書簡 ８８．２．１４ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４３４［メモ ８８．２／１５ ７時。札幌の高橋さん］８８．２／１５ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４３５ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８８年２月１５日 山本玉樹 書簡 １９８８

０４３６［メモ 宮�梧一、菅原二郎略歴］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４３７ ドラマの終幕――コロラドへの旅――
「旧稿」「誌稿」 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４３８「ドラマの終焉・コロラドへの旅」初校ゲラ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４３９ 人間の絆を求めて 旧稿「誌稿」 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４４０「ある北大生の受難――国家秘密法の爪跡」ご購入のお願い １９８８年２月 ［上田誠吉］ 文書 １９８８

０４４１ 一、マライーニの受難 旧稿「誌稿」 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４４２ 二、獄中のポーリン・レーン 旧稿「誌」
稿 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４４３ 三、壊された青春 旧稿「誌稿」 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４４４ 三、壊された青春（旧稿） ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４４５ 三、壊された青春［初稿］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４４６［読者投稿］ ８８．２．１５． 『救援新聞』 印刷物 １９８８

０４４７ 上田誠吉宛て石戸谷滋書簡 ［１９８８年］２月１９
日 石戸谷滋 書簡 １９８８

０４４８ 富森啓児「「国家秘密法」の生き証人は
語る」

一九八八年二月
二一日

『旬刊 自由法曹団
通信』５４４号 印刷物 １９８８

０４４９ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．２．２３ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４５０ 石戸谷滋宛て上田誠吉書簡 ８８．２．２３ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４５１『救援新聞』 １９８８年２月２５日 日本国民救援会 印刷物 １９８８

０４５２［『ある北大生の受難』書評（いいだもも）］ ［１９８８年］３／４ 『週刊ポスト』（小学
館） 印刷物 １９８８

Ⅲ‐１０．資料ファイル（１０）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４５３［メモ Ｈ．ヘッカー経歴］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４５４［メモ Hermann Hecker］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４５５ 宛て先無記載上田誠吉書簡 八八年三月四日 上田誠吉 書簡 １９８８

０４５６ 渡辺勝平宛て上田誠吉書簡 昭和六三年三月
五日 上田誠吉 書簡 １９８８

０４５７［メモ ８８．３．６．黒岩氏宛諸申発送］ ８８．３．６． ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４５８ ドラマの終幕――コロラドへの旅―― ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４５９ ドラマの終幕――コロラドへの旅―― ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６０ 人間の絆を求めて ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６１ 人間の絆を求めて ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６２ 北方の国家秘密――スパイにされた三人
の青年―― ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６３ 四、四六年目の再会 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６４ 五、ヘルマン・ヘッカーとその周辺 ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

０４６５ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［昭和］６３３．１３ 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

０４６６ 上田誠吉宛て安芸晴子書簡 14 MAR 1988 安芸晴子 書簡 １９８８

０４６７ 上田誠吉宛て松本照男書簡 ８８．３．１５． 松本照男 書簡 １９８８

０４６８ 上田誠吉宛て高橋政子書簡 ８８．３．１７． 高橋政子 書簡 １９８８

０４６９ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 一九八八年三月
十五日 佐藤貴美子 書簡 １９８８

０４７０ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８８．３．２４． 山本玉樹 書簡 １９８８

０４７１
『もう一つの１２月８日――聴取者と番組
が見つめ語り明かした平和への誓い――
〈１９８７．１２．６の放送から〉』

１９８８年３月３１日 文化放送 印刷物 １９８８

０４７２ 上田誠吉宛て蟇目清一郎書簡 ［昭和］６３．３．２９ 蟇目清一郎 書簡 １９８８

０４７３ 上田誠吉宛て石戸谷滋書簡 ［１９８８年］３／３０ 石戸谷滋 書簡 １９８８

０４７４ 平田勝宛て上田誠吉書簡 ８８．４．２ 上田誠吉 書簡 １９８８

０４７５［『ある北大生の受難』（読者感想 倉持
内武）］ 昭和６３年３月１０日『ブック・ニュース』 印刷物 １９８８

０４７６［『資料 国家秘密法』反響］ １９８８年４‐６月 毎日新聞ほか 印刷物 １９８８

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）

―１２７―



資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０４７７［荒このみ『女のアメリカ』（書評）］ １９８８年１‐３月 読売新聞ほか 印刷物 １９８８

０４７８「税制改革への思惑」⑤ ［１９８８年］３月１５
日 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

０４７９ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ８８．４．８ 岡山悟道法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９８８

０４８０ 上田誠吉宛て植木迪子書簡 ８８．４．９ 植木迪子 書簡 １９８８

０４８１ 上田誠吉宛て小西宏書簡 ８８．４．９ 小西宏 書簡 １９８８

０４８２ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［昭和］６３．４．１２ 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

０４８３［メモ Ｓ１４，１６‐１７．北大農、農学科教
授陣］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０４８４ 秋間美江子両親の略歴おぼえ［コピー］ 昭和五十年八月
二十二日 秋間美江子 ノート １９７５

０４８５ 上田誠吉宛て富森啓児書簡 ［１９８８年］四月一
四日

長野中央法律事務所
弁護士 富森啓児 書簡 １９８８

０４８６「氷河で出会い 桑原氏の思い出語る」 ［１９８８年］４／１５ 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９８８

０４８７［メモ Doc. MARAINI］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

４８８ ヨーゼフ・クライナー「日独交流のあり
方を考える」 １９８８年３月１４日 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

４８９ 上田誠吉宛て矢島武書簡 ［１９８８年］３月２９
日 矢島武 書簡 １９８８

４９０ 秋間美江子宛て勝又敏夫書簡 ［１９８８年］四月三
日 勝又敏夫 書簡 １９８８

４９１ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八八年四月 山本玉樹 書簡 １９８８

４９２ 上田誠吉宛て平田勝書簡 ８８年４月１０日 （株）花伝社 平田勝 書簡 １９８８

４９３ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［１９８８年］四月十
七日 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

４９４「米の日系人補償法案可決」 １９８８年４月２６日 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

４９５［メモ Hermann Hecker、矢島武］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

４９６ 松本照男「思い出の日々」 １９８５年７月

武田ひろ子編『武田
弘道追悼集 会議は
踊る――ただ一度
の』

印刷物 １９８５

Ⅲ‐１１．資料ファイル（１１）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

４９７ フォスコ・マライーニ「“PASSEROTTO”
――半世紀前の札幌の思い出――」 １９８５年７月

武田ひろ子編『武田
弘道追悼集 会議は
踊る――ただ一度
の』

印刷物 １９８５

４９８［メモ 広済寺］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

４９９『野外博物館 北海道開拓の村』 １９８７．４ 財団法人 北海道開
拓の村 印刷物 １９８７

５００ 名刺（矢島武、永井秀夫、植木迪子、熊
谷信吾）

矢島武、永井秀夫、
植木迪子、熊谷信吾 印刷物

５０１ 玉真之介「百年を迎えた北方農業誌」（そ
の１０，１１，１２，１３）

１９８４年４，５，７，８
月

『北方農業』四、五、
七、八月号 印刷物 １９８４

５０２［メモ 黒田シヅ］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

５０３［メモ ５／５ 札幌高橋氏より tel］ ［１９８８年］５／５ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５０４［メモ『人間の絆を求めて』構成］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５０５ ドイツ人ヘルマン・ヘッカー ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

５０６ フォスコ・マライーニ宛て上田誠吉書簡 ８８．５．６． 上田誠吉 書簡 １９８８

５０７ 上田誠吉宛て秋間美江子、浩書簡 6 MAY 1988 秋間美江子、浩 書簡 １９８８

５０８ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８７［１９８８年］．５．６．上田誠吉 書簡 １９８８

５０９「四年ぶりに日本医学会総会」 昭和２６年３月３１日『北海道新聞』 印刷物 １９５２

５１０「アルザスロレーヌ」 印刷物

５１１［メモ 白井重信］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５１２ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［１９８８年］五月六
日 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

５１３ フォスコ・マライーニ「庭園に見る東西
文明のちがい」

フォスコ・マライー
ニ 原稿

５１４［平岸霊園 Ｈ．ヘッカー墓地位置図］ 印刷物

５１５［メモ 滝沢先生に確かめること］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５１６ 人間の絆を求めて ［１９８８年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

５１７ 上田誠吉宛て瀧沢義郎書簡 ［昭和］６３．５．７ 瀧沢義郎 書簡 １９８８

５１８ 上田誠吉宛てＦ．マライーニ書簡 ［昭和］６３．５．１０ Ｆ．マライーニ 書簡 １９８８

５１９ 上田誠吉宛て高橋勝彦書簡 ［昭和］６３．５．１０ 高橋勝彦 書簡 １９８８

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

５２０［Ｈ．ヘッカー来訪者録（コピー）］ ２６．Ⅶ．３８‐９．Ⅰ．４２ Ｈ．ヘッカー ノート １９３８‐
１９４２

５２１ 上田誠吉宛て瀧沢義郎書簡 ［１９８８年］五月十
一日 瀧沢義郎 書簡 １９８８

５２２［メモ イタリア第二次世界大戦年表］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５２３ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 MAY 11 ’88 秋間美江子 書簡 １９８８

５２４ 上田誠吉宛て田中了書簡 ８８．５．１３ 田中了 書簡 １９８８

５２５［メモ 南京虐殺の件］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

５２６ 上田誠吉宛て田中しづ書簡 ［１９８８年］五月十
三日 田中しづ 書簡 １９８８

５２７ 滝沢義郎宛て上田誠吉書簡 ８８．５．１５． 上田誠吉 書簡 １９８８

５２８ 上田誠吉宛て前田次郎書簡 ８８．５．１７． 前田次郎 書簡 １９８８

５２９ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８８．５．１９． 山本玉樹 書簡 １９８８

５３０ 桑原千代子宛て上田誠吉書簡 ８８．５．２１ 上田誠吉 書簡 １９８８

５３１ 上田誠吉宛て桑原稔書簡 昭６３．５．２４． 桑原稔 書簡 １９８８

５３２ 東京合同法律事務所宛て秋間浩、美江子
書簡 ［１９８８年］五月末 秋間浩、美江子 書簡 １９８８

５３３ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９８８年］五、三
一

岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９８８

５３４ 上田誠吉宛てＥ．マイナー書簡 June 9, 1988 Ｅ．マイナー 書簡 １９８８

５３５「ある北大生の受難 講読 ご協力 あ
りがとうございました。」 ［昭和］６３．６．１０．［東京合同法律事務所］ 文書 １９８８

５３６『横浜事件再審裁判を支援する会』No．６ １９８８．６．１５． 横浜事件再審裁判を
支援する会事務局 印刷物 １９８８

５３７ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．６．１７ 上田誠吉 書簡 １９８８

５３８ Ｅ．マイナー宛て上田誠吉書簡 ８８．６．１８ 上田誠吉 書簡 １９８８

５３９［『ある北大生の受難』（書評 佐藤貴美
子）］ １９８８年６月２０日 『季刊 裁判ゼミ』

第２号 印刷物 １９８８

５４０ 講演メモ ８８．７．１ 蒲田 原稿 １９８８

５４１ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８８．７．４． 山本玉樹 書簡 １９８８

５４２ 名刺（フォスコ・マライーニ） Ｆ．マライーニ 印刷物

５４３ 名刺（及川武宣、平田勝、中村章子） 及川武宣、平田勝、
中村章子 印刷物

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

５４４ 新春’８８ 講演 今、なぜ国家機密法な
のか、あなたの身近に… １９８８年１月２２日

葛飾生活法律相談セ
ンター新春公演実行
委員会

印刷物 １９８８

５４５「４３年ぶり感激の再会」 昭和６３年６月９日『中日新聞』 印刷物 １９８８

５４６『人間の絆を求めて』案内 一九八八年六月
十五日 上田誠吉 印刷物 １９８８

５４７『人間の絆を求めて』チラシ ［１９８８年］ 花伝社 印刷物 １９８８

５４８『人間の絆を求めて』注文書 ［１９８８年］ 印刷物 １９８８

５４９『人間の絆を求めて』出版案内 ８８年８月６日 ［上田誠吉］ 文書 １９８８

５５０『人間の絆を求めて』出版契約書 １９８８年７月２０日

著作権者 上田誠吉
出版権者 株式会社
花伝社 代表取締役
平田勝

文書 １９８８

５５１「人間の絆を求めて」寄贈先・その他の依頼 １ ［１９８８年］７．１５． 上田［誠吉］ 印刷物 １９８８

５５２「人間の絆を求めて」寄贈先・その他の依頼 ２ ［１９８８年］７．２５． 上田［誠吉］ 印刷物 １９８８

５５３「人間の絆を求めて」・依頼・相談 ３ ［１９８８年］７．２５． 上田［誠吉］ 印刷物 １９８８

５５４ ごあいさつ、お礼 一九八八年七月
東京合同法律事務所
運営委員長 平野
大、上田誠吉

印刷物 １９８８

５５５「よみがえる４３年前」 ［昭和］６３．７．４ 『中日新聞』 印刷物 １９８８

５５６「大戦下の友情、弁護士が本に」 ［昭和］６３．７．１４ 『朝日新聞』中部本
社版 印刷物 １９８８

５５７［『人間の絆を求めて』広告］ ［１９８８年］７／２３ 『毎日新聞』 印刷物 １９８８

５５８『東京合同法律事務所ニュース』第６４号 １９８８年７月３０日 東京合同法律事務所 印刷物 １９８８

５５９ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 ［１９８８年］五月二
十六日 秋間美江子 書簡 １９８８

５６０ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．７．２２． 上田誠吉 書簡 １９８８

５６１ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 １９８８年７月２３日 秋間浩、美江子 書簡 １９８８

５６２ 上田誠吉宛て善木しのぶ書簡 ［昭和］６３．７．２３． 善木しのぶ 書簡 １９８８

５６３ 上田誠吉宛て蟇目清一郎書簡 昭和六十三年七
月二十六日 蟇目清一郎 書簡 １９８８

５６４ 上田誠吉宛て矢島武書簡 ［１９８８年］７月２６
日 矢島武 書簡 １９８８

Ⅲ‐１２．資料ファイル（１２）
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５６５ 上田誠吉宛て大野達三書簡 ８８．７．２８ 大野達三 書簡 １９８８

５６６ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．７．２８ 上田誠吉 書簡 １９８８

５６７ 上田誠吉宛て梨木作次郎書簡 ［１９８８年］七月二
十八日

金沢合同法律事務所
梨木作次郎 書簡 １９８８

５６８ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．７．２９ 上田誠吉 書簡 １９８８

５６９ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 昭和六参年七月
廿九日

岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９８８

５７０ 上田誠吉宛て松本照男書簡 ［１９８８年］七月二
十九日 松本照男 書簡 １９８８

５７１ 上田誠吉宛て黒田了一書簡 ［１９８８年］七月二
九日 黒田了一 書簡 １９８８

５７２ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［昭和］６３７．２９ 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

５７３ 上田誠吉宛て松橋忠光書簡 一九八八年七月
三十一日 松橋忠光 書簡 １９８８

５７４ 上田誠吉宛て塩田庄兵衛伝言 ［１９８８年］７／３１ 塩田庄兵衛 書簡 １９８８

５７５ 資料寄贈礼状 昭和６３年八月一
日

東京弁護士会図書館
長 馬場正夫 文書 １９８８

５７６ 上田誠吉宛て近藤敏夫、芳子書簡 １９８８．８．２ 近藤敏夫、芳子 書簡 １９８８

５７７ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 ［昭和］６３．８．２ 佐藤貴美子 書簡 １９８８

５７８『人間の絆を求めて』注文書 ８８‐０８‐０３
民族歌舞団わらび座
普及センター 山川
龍巳

文書 １９８８

５７９ 上田誠吉宛て斎藤直喜書簡 ［１９８８年］八月三
日 斎藤直喜 書簡 １９８８

５８０ 上田誠吉宛て安芸晴子書簡 ［１９８８年］八月三
日 安芸晴子 書簡 １９８８

５８１ 上田誠吉宛て五十嵐功書簡 一九八八年八月 五十嵐功 書簡 １９８８

５８２ 上田誠吉宛て黒岩喜久雄書簡 ［１９８８年］八月四
日 黒岩喜久雄 書簡 １９８８

５８３ 上田誠吉宛て服部融憲書簡 一九八八、八、
四 服部融憲 書簡 １９８８

５８４ 上田誠吉宛て大江洋一書簡 ８８．８．４． 大江洋一 書簡 １９８８

５８５ 上田誠吉宛て石田亨書簡 ８８．８．４． 石田亨 書簡 １９８８

５８６ 上田誠吉宛て小田成光書簡 ８８．８．４． 弁護士 小田成光 書簡 １９８８

５８７ 平野大、上田誠吉宛て佐藤義弥書簡 ８８．８．４ 佐藤義弥 書簡 １９８８

５８８ 上田誠吉宛て山本孝幸書簡 ８８．８．４ 山本孝幸 書簡 １９８８
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５８９ 上田誠吉宛て秋間美江子書簡 1988 5 AUG 秋間美江子 書簡 １９８８

５９０ 上田誠吉宛て大塚一男書簡 ［１９８８年］八月五
日 大塚一男 書簡 １９８８

５９１ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八八年八月
五日 山本玉樹 書簡 １９８８

５９２ 平野大、上田誠吉宛て石川元也書簡 ８８．８．５ 石川元也 書簡 １９８８

５９３ 花伝社宛て上田誠吉書簡 ［１９８８年］８月６
日 上田誠吉 書簡 １９８８

５９４ 上田誠吉宛て小西宏書簡 ［１９８８年］八月六
日 小西宏 書簡 １９８８

５９５ 上田誠吉宛て中村洋三郎書簡 ［昭和］６３．８．６ 中村洋三郎 書簡 １９８８

５９６ 上田誠吉宛て田中しづ書簡 ［昭和］６３．８．６ 田中しづ 書簡 １９８８

５９７ 上田誠吉宛て高橋あや子書簡 ［昭和］６３．８．７ 高橋あや子 書簡 １９８８

５９８ 上田誠吉宛て武山書簡 ［１９８８年］ 日本国民救援会中央
本部 武山 書簡 １９８８

５９９ 山本玉樹宛て上田誠吉書簡 ８８．８．８． 上田誠吉 書簡 １９８８

６００ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ８８．８．８ 岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９８８

６０１ 上田誠吉宛て小田中聡樹書簡 ［１９８８年］八月九
日 小田中聡樹 書簡 １９８８

６０２ 上田誠吉宛て山本孝幸書簡 一九八八年八月
九日 山本孝幸 書簡 １９８８

６０３ 上田誠吉宛て浅尾忠男書簡 ８８．８．９ 浅尾忠男 書簡 １９８８

６０４ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 ［昭和］６３．８．９ 佐藤貴美子 書簡 １９８８

６０５ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．８．１０ 上田誠吉 書簡 １９８８

６０６ 河野正一宛て上田誠吉書簡 ８８年８月１１日 上田誠吉 書簡 １９８８

６０７ 平野大宛て瀧沢義郎書簡 ［昭和］６３．８．１３ 瀧沢義郎 書簡 １９８８

６０８ 上田誠吉宛て石戸谷滋書簡 ［１９８８年］８月１６
日 石戸谷滋 書簡 １９８８

６０９ 上田誠吉宛て田中了書簡 ８８．８．１６ 田中了 書簡 １９８８

６１０ 西宛て旧姓山崎勝子書簡 ［１９８８年］ 山崎勝子（旧姓） 書簡 １９８８

６１１ 上田誠吉宛て山岸堅磐書簡 ［１９８８年］八、一
八 山岸堅磐 書簡 １９８８

６１２ 上田誠吉宛て角銅立身書簡 Ｓ．６３．８．２０ 角銅立身 書簡 １９８８
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６１３ 上田誠吉宛て高橋勝彦書簡 ８８．８．２３ 高橋勝彦 書簡 １９８８

６１４ 上田誠吉宛て梅原成子書簡 ８８．８．２３ 梅原成子 書簡 １９８８

６１５ 平田勝宛て上田誠吉書簡 ［１９８８年］８．２９ 上田誠吉 書簡 １９８８

６１６ 上田誠吉宛て吉原稔書簡 ［昭和］６３年８月２９
日

志賀第一法律事務所
吉原稔 書簡 １９８８

６１７ 上田誠吉宛て吉原稔書簡 ［１９８８年］ 志賀第一法律事務所
吉原稔 書簡 １９８８

６１８ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．８．３０． 上田誠吉 書簡 １９８８

６１９ 上田誠吉宛て奥平康弘書簡 ３１／０８／’８８ 奥平康弘 書簡 １９８８

６２０ 坂田宛て上田［誠吉］書簡 ８８．８．３１ 上田誠吉 書簡 １９８８

６２１ 上田誠吉宛て秋間浩書簡 １９８８年９月７日 秋間浩 書簡 １９８８

６２２ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．９．１１． 上田誠吉 書簡 １９８８

６２３ 上田誠吉宛て秋間浩書簡 １９８８年９月１３日 秋間浩 書簡 １９８８

６２４ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．１ 上田誠吉 書簡 １９８８

６２５［『人間の絆を求めて』反響（原版）］ ［１９８８年］ 文書 １９８８

６２６［『人間の絆を求めて』反響］ ［１９８８年］ 文書 １９８８

６２７『人間の絆を求めて』合評会へのメモ ８８．９．５ ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

６２８ 誤植訂正・補正『人間の絆を求めて』 ８８．９．１５． ［上田誠吉］ 原稿 １９８８

６２９［送付先メモ］ ［１９８８年］ ［上田誠吉］ メモ １９８８

６３０「収容日系人にカナダも補償」 ［１９８８年］９／２９ 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

６３１「天声人語」 ［１９８８年］ 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

６３２「日系収容 謝罪が確定」 ［１９８８年］８／５ 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

６３３「日系人補償 米で法が成立」 ［１９８８年］８８．８．１１ 印刷物 １９８８

６３４［『人間の絆を求めて』（紹介）］ １９８８．８．１５ 『毎日新聞』 印刷物 １９８８

６３５［文化放送ラジオ番組欄］ ８８．８．２８． 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

６３６［文化放送ラジオ番組欄］ ［１９８８年］８／２８ 『赤旗』 印刷物 １９８８
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６３７［『人間の絆を求めて』（広告）］ ８８．９．５． 『赤旗』 印刷物 １９８８

６３８［『人間の絆を求めて』（書評）］ ［１９８８年］９／１９ 『赤旗』 印刷物 １９８８

６３９ 柳沢遊「史料・文献紹介 藤田幸一郎『狂
気の近代』」 １９８８年９月 『歴史学研究』第５８４

号 印刷物 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０６４０ 河野正一「ムッシイ・ミヤサワとの回
合」

昭和六十三年四
月

『白楡』第３９号（白楡
会） 印刷物 １９８８

０６４１「人間の絆を求めて」寄贈先・その他の依頼 １ ［１９８８年］７．１５． 上田［誠吉］ メモ １９８８

０６４２「人間の絆を求めて」寄贈先・その他の依頼 ２ ［１９８８年］７．２５． 上田［誠吉］ メモ １９８８

０６４３［メモ 手紙――花伝社宛］ ［１９８８年］ 上田誠吉 メモ １９８８

０６４４ 石戸谷滋宛て上田誠吉書簡 ８８．８．１９ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６４５［『ある北大生の受難』（書評）］ ８８．８．２５ 『ジャーナリスト』 印刷物 １９８８

０６４６ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．９．２０ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６４７『落合恵子のちょっと待ってMONDAY』
NO．２５ １９８８年９月２０日 文化放送 印刷物 １９８８

０６４８ 上田誠吉宛て新野さちえ書簡 一九八八、九、
二十二 新野さちえ 書簡 １９８８

０６４９ 上田誠吉宛て小松豊書簡 一九八八、九、
二四

札幌郷土を掘る会事
務局 小松豊 書簡 １９８８

０６５０ 秋間美江子、浩写真 ８８．９．２４，２６ 写真 １９８８

０６５１ 新野さちえ宛て上田誠吉書簡 ８８．９．２６ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６５２ 上田誠吉宛て新野さちえ書簡 一九八八、九、
二十九 新野さちえ 書簡 １９８８

０６５３ 小松豊宛て上田誠吉書簡 ８８．９．２８ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６５４ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 ［１９８８年］九月二
十八日 佐藤貴美子 書簡 １９８８

０６５５ 上田誠吉宛て鎌倉啓三書簡 ［１９８８年］十月三
日 鎌倉啓三 書簡 １９８８

０６５６ 誤植訂正・補正『人間の絆を求めて』 ８８．１０．４． ［上田誠吉］ 原稿 １９８８
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０６５７ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．６ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６５８［『人間の絆を求めて』（書評）］ ［１９８８年］１０／８ 『学生新聞』 印刷物 １９８８

０６５９『人間の絆を求めて』チラシ ［１９８８年］ 花伝社 印刷物 １９８８

０６６０ Ｒ．Ｎ．マッキンノン宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．１０ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６６１ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．１３ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６６２「上田誠吉の本をお買い求め下さい」 ［１９８８年］ 東京合同法律事務所 印刷物 １９８８

０６６３［『人間の絆を求めて』（書評 荒このみ）、
（書評 中井健二）］

１９８８．１１、１０月
８日 『太陽』、『学生新聞』 印刷物 １９８８

０６６４ 上田誠吉宛て秋間浩書簡 １９８８年１０月１８日 秋間浩 書簡 １９８８

０６６５ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．１９ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６６６ 上田宛て小林和夫伝言 ［１９８８年］１０／１９ 小林和夫 書簡 １９８８

０６６７ 上田誠吉宛て新野さちえ書簡 一九八八、十、
二十 新野さちえ 書簡 １９８８

０６６８ 上田誠吉宛て杉山正己書簡 １９８８．１０．２４ 杉山正己 書簡 １９８８

０６６９［メモ D. Brocke Mckinom］ ［１９８８年］１０／２６ ［上田誠吉］ メモ １９８８

０６７０ 名刺（リッチャード・Ｎ・マッキンノン） リッチャード・Ｎ・
マッキンノン 印刷物

０６７１ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１０．２７ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６７２「話題この人 佐藤渉」 ８８．１０／２８ 『赤旗』 印刷物 １９８８

０６７３ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９８８年］一〇、
二九 豊田秀男 書簡 １９８８

０６７４［上田誠吉宛てメモ］ ［１９８８年］ 花伝社 書簡 １９８８

０６７５ 岡部保男宛て鳥山瓔子書簡 ［１９８８年］十月二
十九日 鳥山瓔子 書簡 １９８８

０６７６「花伝社 出版案内」 １９８８．１０． 花伝社 印刷物 １９８８

０６７７ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１１．１ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６７８ 上田誠吉宛て脇田渉子書簡 ［１９８８年］十一月
七日 脇田渉子 書簡 １９８８

０６７９ 振込通知書 ［１９８８年］１１月８
日

［東京合同法律事務
所］ 文書 １９８８

０６８０［メモ 振り込みについて］ ８８．１１．８ ［上田誠吉］ メモ １９８８
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０６８１ 秋間浩、美江子宛て上田誠吉書簡 ８８．１１．１０ 上田誠吉 書簡 １９８８

０６８２「話題この人 秋間実」 ８８．１１／１０ 『赤旗』 印刷物 １９８８

０６８３「話題この人 新野さちえさん」 ８９．２．４ 『赤旗』 印刷物 １９８９

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０６８４ 上田誠吉、圭子宛て秋間浩書簡 １９９１年８月２５日 秋間浩 書簡 １９９１

０６８５ 上田誠吉宛て秦克彦書簡 一九九一年八月
二十七日

日本基督教団紅葉坂
教会 秦克彦 書簡 １９９１

０６８６ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九九一、九、
六、 山本玉樹 書簡 １９９１

０６８７ 上田誠吉宛て倉内節子書簡 ９１．９．１１． 倉内節子法律事務所
弁護士 倉内節子 書簡 １９９１

０６８８ 上田誠吉宛て林豊太郎書簡 １９９１年９月１２日 林百郎法律事務所
弁護士 林豊太郎 書簡 １９９１

０６８９ 上田誠吉、圭子宛て秋間浩書簡 １９９１年１０月９日 秋間浩 書簡 １９９１

０６９０ 上田誠吉宛て佐藤克昭書簡 一九九一年一〇
月一四日

京都法律事務所 弁
護士 佐藤克昭 書簡 １９９１

０６９１ 上田誠吉、圭子宛て秋間浩書簡 １９９２年０４月２４日 秋間浩 書簡 １９９２

０６９２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］４．５．１０ 君野栄子 書簡 １９９２

０６９３ 上田誠吉宛て竹澤哲夫書簡 ９２．５．１３． 竹澤哲夫 書簡 １９９２

０６９４ 上田誠吉宛て宮本三郎書簡 ９２．５．２２ 宮本三郎 書簡 １９９２

０６９５ 上田誠吉宛て松橋忠光書簡 ９２．６．１． 松橋忠光 書簡 １９９２

０６９６ 上田誠吉宛て天野正義書簡 ９２．６．４． 弁護士 天野正義 書簡 １９９２

０６９７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９２年］六月六
日 君野栄子 書簡 １９９２

０６９８ 上田誠吉宛て朴天［変］書簡 ［１９９２年］六月十
九日 朴天［変］ 書簡 １９９２

０６９９ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９９２年］六、二
一

岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９９２

０７００ 上田誠吉宛て玉井五一書簡 ［１９９２年］六月二
九日

株式会社創樹社 玉
井五一 書簡 １９９２

０７０１ PKO法案の強行採決に反対します！ ［１９９２年］ 東京合同法律事務所 印刷物 １９９２

Ⅲ‐１４．資料ファイル（１４）
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資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０７０２ 海外派兵反対 ＰＫＯ法廃棄のたたかい
はこれから！ ［１９９２年］ 東京合同法律事務所 印刷物 １９９２

０７０３ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ［１９９２年］六月三
十日 菊地原芙二子 書簡 １９９２

０７０４ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 一九九二、七、
一

岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９９２

０７０５ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ９２．７．８． 菊地原芙二子 書簡 １９９２

０７０６ 上田誠吉宛て松橋忠光書簡 一九九三年十月
二十七日 松橋忠光 書簡 １９９３

０７０７ 松橋忠光宛て上田誠吉書簡 ９３／１０／２９ 上田誠吉 書簡 １９９３

０７０８ 上田誠吉宛て麻生和子書簡 ９３．１２．７． 麻生和子 書簡 １９９３

０７０９「記録ビデオ 「レーン・宮沢事件」上映と講演の集い」チラシ
［１９９３年］１２月３
日

ビデオ「宮沢・レー
ン事件」の上映と講
演の集い実行委員会

印刷物 １９９３

０７１０「北大のレーン・宮沢事件 戦時の悲劇
ビデオに」 １９９３年１２月４日 『北海道新聞』 印刷物 １９９３

０７１１「１９４１年１２月８日北大生が捕まった「冤罪スパイ事件」ビデオに」 １９９３．１２．４． 『朝日新聞』夕刊 印刷物 １９９３

０７１２「北大生の「無実」ビデオで訴え」 １９９３年１２月８日 『毎日新聞』 印刷物 １９９３

０７１３「レーン・宮沢事件 有志がビデオ制作」１９９３年１２月８日 『神奈川新聞』 印刷物 １９９３

０７１４［レーン・宮沢事件ビデオ関係新聞記事］１９８７年７月２日～１９９３年１２月８日 『朝日新聞』ほか 印刷物 １９８７‐
１９９３

０７１５「記録ビデオ 「レーン・宮沢事件」上映と講演の夕べ」チラシ
［１９９３年］１２月１０
日

記録ビデオ「宮沢・
レーン事件」の上映
と講演の夕べ横浜実
行委員会

印刷物 １９９３

０７１６「記録ビデオ 「レーン・宮沢事件」上映と講演の夕べ」チラシ
［１９９３年］１２月１０
日

記録ビデオ「宮沢・
レーン事件」の上映
と講演の夕べ横浜実
行委員会

印刷物 １９９３

０７１７「ビデオ「レーン・宮沢事件」もうひとつの１２月８日」広告チラシ １９９３年１２月
ビデオ「宮沢・レー
ン事件」生湧く委員
会

印刷物 １９９３

０７１８ アンケート「レーン・宮沢事件」 ［１９９３年］ ビデオプレス 文書 １９９３

０７１９「北大生の「無実」ビデオで訴え」 １９９３年１２月１４日 『羅府新聞』 印刷物 １９９３

０７２０ 塩田庄兵衛「土佐のうちとそと」１‐３０ １９９３．１２．３１‐ 『高知新聞』 印刷物 １９９３‐
１９９３

０７２１ 上田誠吉宛て楠裕次書簡 １９９４年１月 楠裕次 書簡 １９９４

０７２２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９４年］一月一
六日 君野栄子 書簡 １９９４

０７２３「尾崎陞氏が死去」 ［１９９４年］４／１０ 『赤旗』 印刷物 １９９４
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０７２４「尾崎陞氏が死去」 ［１９９４年］ 印刷物 １９９４

０７２５ 上田誠吉宛て尾崎陞遺族書簡 一九九四年四月 尾崎陞遺族 書簡 １９９４

０７２６ お別れの云葉 一九九四年四月
八日 尾崎陞 書簡 １９９４

０７２７ 尾崎陞先生とお別れする会 ご案内 一九九四年四月
二十八日

尾崎陞先生とお別れ
する会実行委員会 文書 １９９４

０７２８『さようなら 尾崎陞先生』 一九九四年五月
二十八日 お別れ会実行委員会 印刷物 １９９４

０７２９ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ［１９９４年］四月二
十八日 菊地原芙二子 書簡 １９９４

０７３０ 上田誠吉宛て秋庭稔男、秋元信子書簡 ［１９９４年］五月二
十四日

尾崎陞先生とお別れ
する会実行委員会
実務 秋庭稔男、秋
元信子

書簡 １９９４

０７３１ 上田誠吉宛て石川元也書簡 九四、六、一四 石川元也 書簡 １９９４

０７３２ 上田誠吉宛て土屋廣子書簡 ９４．６．１８ 土屋廣子 書簡 １９９４

０７３３ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ［１９９４年］六月十
九日 菊地原芙二子 書簡 １９９４

０７３４ 上田誠吉宛て塩田庄兵衛書簡 ［１９９４年］６／２０ 塩田庄兵衛 書簡 １９９４

０７３５ 上田誠吉宛て倉成美敏書簡 ［１９９４年］六月二
七日 倉成美敏 書簡 １９９４

０７３６ 上田誠吉宛て松浦総三書簡 九四、七、一六 松浦総三 ７ １９９４

０７３７ 判決の発見 ９４／１０／２１ 上田誠吉 原稿 １９９４

０７３８「「レーン・宮沢事件」３０日にビデオ上映会」 １９９４年１１月２４日 『毎日新聞』 印刷物 １９９４

０７３９ 山本玉樹宛て「書類送付のご案内」 １９９４年１２月７日 上田誠吉 文書 １９９４

０７４０ 黒岩喜久雄宛て上田誠吉書簡 ９５／６／３０ 上田誠吉 書簡 １９９５

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０７４１ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９０．１２．２４ 上田誠吉 書簡 １９９０

０７４２ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．３ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４３ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．８ 上田誠吉 書簡 １９９１

Ⅲ‐１５．資料ファイル（１５）
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０７４４ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．８． 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４５ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．２１ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４６ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．２２ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４７ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．２３ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４８ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．２４ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７４９ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．２６ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５０ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．１．３０ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５１ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９０［９１］．２．２ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５２ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．２．６ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５３ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．２．１１． 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５４ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．２．１１． 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５５ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．２．２２ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５６ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．３．３． 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５７ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．３．３０ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５８ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．６．１２ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７５９ 君野栄子宛て上田誠吉書簡 ９１．９．９ 上田誠吉 書簡 １９９１

０７６０ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９０年］一二月
二八日 君野栄子 書簡 １９９０

０７６１ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］一月十
二日 君野栄子 書簡 １９９１

０７６２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］一月一
九日 君野栄子 書簡 １９９１

０７６３ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］一月二
六日 君野栄子 書簡 １９９１

０７６４ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年１月］ 君野栄子 書簡 １９９１

０７６５ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年１月］ 君野栄子 書簡 １９９１

０７６６ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］二月二
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７６７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］二月一
四日 君野栄子 書簡 １９９１
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０７６８ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９１．２．２３． 君野栄子 書簡 １９９１

０７６９ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］二月二
八日 君野栄子 書簡 １９９１

０７７０ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．３．１２ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７１ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．３．２４ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．３．２９ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７３ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．４．３ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７４ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．４．９ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７５ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．４．１２ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７６ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．４．１９ 君野栄子 書簡 １９９１

０７７７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］六月九
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７７８ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］六月一
五日 君野栄子 書簡 １９９１

０７７９ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］七月一
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８０ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］七月十
三日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８１ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］七月二
三日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］八月七
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８３ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］八月十
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８４ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］八月一
八日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８５ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［平成］３．８．２２ 君野栄子 書簡 １９９１

０７８６ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９１．８．２８． 君野栄子 書簡 １９９１

０７８７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］九月四
日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８８ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］九月二
五日 君野栄子 書簡 １９９１

０７８９ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９１．１０．１４． 君野栄子 書簡 １９９１

０７９０ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９１年］十月二
五日 君野栄子 書簡 １９９１

０７９１ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９１．１１．１０． 君野栄子 書簡 １９９１

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０７９２ 君野駿平著「戦記・ふ虜記」年表 ９０年１２月２４日 ［上田誠吉］ 原稿 １９９０

０７９３ 上田誠吉宛て平田勝書簡 １９９０．１２．２７ 花伝社 平田勝 書簡 １９９０

０７９４ 君野駿平『インテリ兵の見た戦争』メモ ［１９９０年］ ［花伝社］ 原稿 １９９０

０７９５ 君野著のためのメモ ９１．１．４ ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０７９６［メモ 参考文献］ ［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０７９７ 君野著制作上の問題点 ９１．１．１７ 上田［誠吉］ 原稿 １９９１

０７９８ 私の歩んだ道 ［昭和］６１．６．９． ［君野駿平］ 原稿 １９８６

０７９９ 戸籍謄本（君野駿平） 平成参年壱月弐
拾壱日

鳥取県八頭郡若櫻町
長 竹本憲治 文書 １９９１

０８００『戦記・俘虜記』目次 ９１．１．３１ ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０８０１『戦記・俘虜記』刊行にいたるまで 一九九一年 ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０８０２『戦記・俘虜記』註 ［１９９１年］ 上田［誠吉］ 原稿 １９９１

０８０３『戦記・俘虜記』君野駿平年譜 ［１９９１年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０８０４ 名刺（横川芳彦） 横川芳彦 印刷物

０８０５ 上田誠吉宛て松本光寿書簡 一九九一年一月
一四日

松本光寿法律事務所
松本光寿 書簡 １９９１

０８０６ 君野駿平年譜 原稿

０８０７ 君野駿平「死んだ戦友に反戦誓う」 昭和６０年１０月２８日『日本海新聞』 印刷物 １９８５

０８０８ 君野駿平年譜 ［１９９１年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０８０９［地図 ミャンマー］ 印刷物

０８１０ ミンガン 干潮時のマングローブ ９１．２．３． 写真 １９９１

０８１１ ミンガンクリーク渡河地点 ９１．２．３． 写真 １９９１

０８１２ チャピュー海岸を望む丘に建立されたつ
わもの会のパゴダ ［１９９１年］ 写真 １９９１

０８１３［メモ ビルマ 氏名変更］ ［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８１４『自由法曹団東京支部ニュース』No．２０５ １９９１年２月 自由法曹団東京支部 印刷物 １９９１

０８１５『旬刊 自由法曹団通信』６５１号 一九九一年二月
一一日 自由法曹団本部 印刷物 １９９１

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０８１６ 豊田秀男宛て上田誠吉書簡 ９１．２．２８ 上田誠吉 書簡 １９９１

０８１７ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９９１年］３．５ 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９１

０８１８ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ９１．４．１． 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９１

０８１９［弁護士名簿］ ［１９９１年］ メモ １９９１

０８２０ 補遺（戦後に思うことあれこれ） 昭和六二年 ［君野駿平］ 原稿 １９８７

０８２１ INDIA, PAKISTAN, CEYLON AND
BURMA 印刷物

０８２２『ベンガルの潮騒』第二集（抜粋） 印刷物

０８２３ ARMY MAP 印刷物

０８２４［事典 ビルマ関係］ 印刷物

０８２５ 上前淳一郎宛て書簡 ［１９８３年］五月二
十五日 ［君野駿平］ 書簡 １９８３

０８２６ 所感 一九八八・八・
二七 ［君野駿平］ 原稿 １９８８

０８２７ 妄想の世界 ［君野駿平］ 原稿

０８２８ 君野順三「権力を弄ぶ者」 印刷物

０８２９ 戦争の中の私 ８７［年］ ［君野駿平］ 原稿 １９８７

０８３０［メモ 浄土宗慶安寺君野家累代之墓］ ［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８３１ 小倉日記［コピー］ ［１９４２年］ ［君野駿平］ 日記 １９４２

０８３２［メモ 横川氏］ ［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８３３『鳥取県史』近代 第２巻 政治篇（抜粋）昭和四十四年五月三十一日 鳥取県 印刷物 １９６９

０８３４『因伯人物誌』（抜粋） 昭和二十六年十
月二十五日 因伯人物誌刊行会 印刷物 １９５１

０８３５『鳥取市民百年史』（抜粋） 昭和二十八年六
月一日 日本海文化協会 印刷物 １９５３

０８３６「信太澄夫のわがまま日記」 平成３年７月２５日『旬刊 政経レポー
ト』第４８３号 印刷物 １９９１

０８３７ 上原［田］誠吉宛て河村俊郎書簡 平成三年七月三
〇日 河村俊郎 書簡 １９９１

０８３８ 上田誠吉宛て三野研太郎書簡 平成三年八月一
五日 弁護士 三野研太郎 書簡 １９９１

０８３９ 上田誠吉宛て花伝社発 FAX ［１９９１年］８月２２
日 株式会社花伝社 書簡 １９９１

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０８４０ 上田誠吉宛て大橋昭夫書簡 ９１．８．２３． 弁護士 大橋昭夫 書簡 １９９１

０８４１ 上田誠吉宛て平田勝書簡 １９９１．８．２７ 花伝社 平田勝 書簡 １９９１

０８４２ 上田誠吉宛て山崎季治書簡 ［１９９１年］九月七
日 弁護士 山崎季治 書簡 １９９１

０８４３ 山崎季治宛て上田誠吉書簡 ９１．９．９ 上田誠吉 書簡 １９９１

０８４４ 上田誠吉宛て石尾実書簡 ９１．９．１４．

故君野駿平氏を偲び
『生還の記』の出版
を祝うつどい世話
人・事務局 石尾実

書簡 １９９１

０８４５ 上田誠吉宛て山崎季治書簡 ［１９９１年］九月十
六日 弁護士 山崎季治 書簡 １９９１

０８４６ 上田誠吉宛て山崎季治書簡 ［１９９１年］十月五
日 弁護士 山崎季治 書簡 １９９１

０８４７［メモ １９１３．３． 鳥取市連合青年会結成］［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８４８［メモ 君野順三］ ［１９９１年］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８４９ 上田誠吉宛て石尾実書簡 ９１．１０．７ 治安維持法国陪同盟
鳥取県支部 石尾実 書簡 １９９１

０８５０［故君野駿平氏を偲び「生還の記」の出版を祝うつどい 配付物］ １９９１．１０．２０
故君野駿平氏を偲び
『生還の記』の出版
を祝うつどい

文書 １９９１

０８５１［「故君野駿平氏を偲び「生還の記」の出版を祝うつどい」挨拶文］ ［１９９１．１０．２０．］ ［上田誠吉］ 原稿 １９９１

０８５２［メモ 直野弁護士（会長）］ ［１９９１．１０．２０．］ ［上田誠吉］ メモ １９９１

０８５３ 名刺（山崎季治、松本光寿、石尾実、乾
丈夫、横川芳彦、伊谷周一、宮腰潤一郎）

山崎季治、松本光
寿、石尾実、乾丈夫、
横川芳彦、伊谷周
一、宮腰潤一郎

印刷物

０８５４ 小島成一「君野駿平著「生還の記――あ
るインテル兵卒の体験」を読んで」 ［１９９１年］ 印刷物 １９９１

０８５５ 佐々木隆一「著者に私を重ねて見る思
い」 １９９２年２月１５日 『救援新聞』 印刷物 １９９２

０８５６『法と民主主義』No．２６０ １９９１．９ 日本民主法律家協会 印刷物 １９９１

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０８５７ 岸本羊一「スキャンダラスな人びと」１
‐３ １９８８．４

『福音と世界』第４３
巻第４号（新教出版
社）

印刷物 １９８８

０８５８ スキャンダラスな人びと［構成］ ［１９９１年］ ［岸本羊一］ 原稿 １９９１

Ⅲ‐１６．資料ファイル（１６）
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資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０８５９ スキャンダラスな人びと 初校 ［１９９１年］５月２２
日 ［岸本羊一］ 原稿 １９９１

０８６０ 仁多見厳『北海道とカトリック』（戦前
篇）［抜粋コピー］ １９８３年 「北海道とカトリッ

ク」出版委員会 印刷物 １９８３

０８６１「『特高の弾圧』告発の書残し 人権派貫
いた牧師・岸本羊一さん」 １９９１年８月９日 『朝日新聞』 印刷物 １９９１

０８６２ 上田誠吉宛て岸本羊一書簡 １９８９．９．１１． 岸本羊一 書簡 １９８９

０８６３ 岸本羊一宛て上田誠吉書簡 ８９．９．１５ 上田誠吉 書簡 １９８９

０８６４ 上田誠吉宛て岸本羊一書簡 一九八九年九月
二一日 岸本羊一 書簡 １９８９

０８６５ 上田誠吉宛て岸本羊一書簡 一九九一年五月
十三日 岸本羊一 書簡 １９９１

０８６６ 上田誠吉宛て貝沼信書簡 １９９１年５月２７日 新教出版社 貝沼信 書簡 １９９１

０８６７ 上田誠吉宛て岸本京子書簡 ９１．８．２１． 岸本京子 書簡 １９９１

０８６８ 上田誠吉宛て岸本和世書簡 １９９１／８／２３ 岸本和世 書簡 １９９１

０８６９ 上田誠吉宛て貝沼信書簡 １９９１年８月３０日 新教出版社 貝沼信 書簡 １９９１

０８７０ 岸本和世宛て上田誠吉書簡 ［平成］３．９．３． 上田誠吉 書簡 １９９１

０８７１ 上田誠吉宛て秦克彦書簡 ［１９９１年］九月八
日 紅葉坂教会 秦克彦 書簡 １９９１

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０８７２ 戦時行刑実録編纂委員会編『戦時行刑実
録』（抜粋）

昭和四十一年三
月三十一日 矯正協会 印刷物 １９６６

０８７３『防諜参考資料 防諜講演資料』 昭和十六年四月 内務省 印刷物 １９４１

０８７４ 司法省刑事局編『防諜関係法令集』 昭和十六年六月 清水書店 印刷物 １９４１

０８７５『思想月報』９２，９４，１０３，１０５，１０８，１０９号（抜粋）

昭和十七年一、
二月～昭和十九
年四、五、六月

［高等法院検事局思
想部］ 印刷物 １９４２‐

１９４４

０８７６『講和録 特輯（戦時法令解説）』 昭和十七年十一
月二十六日 警察講習所 印刷物 １９４２

０８７７『北大季刊』第３０号 昭和四十三年一
月十五日 北大季刊刊行会 印刷物 １９６８

０８７８『ある北大生の受難』（校正原稿） ［１９８７年］ 上田誠吉 原稿 １９８７

０８７９ 四、四六年目の再会
五、ヘルマン・ヘッカーとその周辺 ［１９８７年］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８７

Ⅳ．未整理資料
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０８８０ 宮沢さんのこと、名古屋の焼けた空 ［１９８８年］ Ｆ．マライーニ（著）
石戸谷滋（訳） 原稿 １９８８

０８８１ 及川康一「ラムレ島戦闘秘録」 ［１９７８年７月～
１９８２年７月］

『南 窓』第４６，４７，４９
号（シッタン会） 印刷物 １９７８‐

１９８２

０８８２ 戦記（ビルマ・ラムレ島）・俘虜記（ラ
ムレ島からインドへ）

昭和五九年一一
月二四日 君野駿平 原稿 １９８４

０８８３ 戦記（ビルマ・ラムレ島）・俘虜記（ラ
ムレ島からインドへ）

昭和五九年一一
月二四日 君野駿平 印刷物 １９８４

０８８４ ベンガルの潮騒 昭和六十一年九
月

つわもの会ビルマ慰
霊巡拝団 印刷物 １９８６

０８８５ ベンガルの潮騒 第二集 昭和六十二年十
一月

つわもの会ビルマ慰
霊巡拝団 印刷物 １９８７

０８８６ 西秀生・荻野富士夫・藤野豊『昭和大礼
記録資料 解説』

一九九〇年九月
二〇日 不二出版 印刷物 １９９０

０８８７
荻野富士夫「学生の「天皇の戦争責任」
観・再論――一九八九年度小樽商大「歴
史学」後期試験を通して――」

１９９０．１０ 『歴史評論』第４８６号
別刷り 印刷物 １９９０

０８８８「戦時下の国民動員、弾圧体制を追及荻野富士夫」 １９９４年８月２３日 『赤旗』 印刷物 １９９４

０８８９ 上田誠吉宛て荻野富士夫書簡 ［１９９４年］九月一
二日 荻野富士夫 書簡 １９９４

０８９０ 荻野富士夫宛て上田誠吉書簡 ９４／９／１６ 上田誠吉 書簡 １９９４

０８９１ 荻野富士夫「外務省警察論」 １９９４年１１月２４日 『歴史学研究』第６６５
号 別刷り 印刷物 １９９４

０８９２ 上田誠吉宛て荻野富士夫書簡 ［１９９６年］８月２１
日 荻野富士夫 書簡 １９９６

０８９３ 色川大吉「石坂公歴論」 １９６５年１月 『東京経済大学人文
自然科学論集』７ 印刷物 １９６５

０８９４ 色川大吉「自由民権運動の地下を汲むも
の」 １９６１年１１月 『歴史学研究』第２５９

号 印刷物 １９６１

０８９５ 色川大吉「石坂公歴の最後のこと」 １９６７年９月１日 『多摩文化』１９ 印刷物 １９６７

０８９６ 新井勝紘「野津田の丘に立つ小さな石
仏」 １９７９．６．１ 『まちだ』 印刷物 １９７９

０８９７「北村透谷」 『国史大辞典』 印刷物

０８９８ イギリス研究の試み（仮題） ［１９８６年５月１４
日］ ［上田誠吉］ 原稿 １９８６

０８９９ 上田誠吉・著書・論文など・目録 ８６．１１．２６ 上田誠吉 原稿 １９８６

０９００ 企画案「自由法曹団の人々」または「物
語・自由法曹団」 ［１９８６］ 上田誠吉 原稿 １９８６

０９０１ 昭和四九年（ワ）第五九号、昭和五〇年
（ワ）第六号 準備書面（最終）

昭和五五年七月
一六日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８０

０９０２ 昭和五十六年（ネ）第六五号 準備書面
（一）

昭和五六年九月
二一日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８１
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９０３ 昭和五十六年（ネ）第六五号 準備書面
（二）

昭和五八年一〇
月一三日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８３

０９０４
昭和五六年（ネ）第六五号 準備書面
（三）（弁論に代わる書面）被控訴最終
準備書面に対する反論

昭和五九年二月
一四日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８４

０９０５ 損害賠償請求控訴（山県灯油訴訟）事件
判決

昭和六〇年三月
二六日

仙台高等裁判所秋田
支部 文書 １９８５

０９０６ 昭和六〇年（ネ）（オ）九号 上告理由
書

昭和六〇年六月
二八日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８５

０９０７ 昭和六〇年（オ）第九三三号 答弁書 昭和六一年七月 弁護士 上田誠吉、
宮本康昭 文書 １９８６

０９０８ 昭和六〇年（オ）九三三号 答弁書 昭和六一年八月 弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８６

０９０９ 昭和五六年（行サ）第七八号 上告理由
書

昭和五六年九月
二六日

弁護士 上田誠吉
ほか 文書 １９８１

０９１０ 灯油裁判記録集（東京高裁・山形地裁鶴
岡支部）

一九七六年一〇
月 灯油裁判対策会議 印刷物 １９７６

０９１１［鶴岡灯油裁判関係資料］ ［１９８５‐１９８８］ 鶴岡灯油裁判原告団
ほか 印刷物 １９８５‐

１９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９１２ 上田誠吉宛て河野正一書簡 ［１９８７年］九月十
五日 河野正一 書簡 １９８７

０９１３ 上田誠吉宛て関裕次書簡 ［昭和］６２．９．１７ 関裕次 書簡 １９８７

０９１４ 上田誠吉宛て関裕次書簡 ［昭和］６２．９．２４ 関裕次 書簡 １９８７

０９１５ 上田誠吉宛て大條正義書簡 昭和六二年九月
二四日 大條正義 書簡 １９８７

０９１６ 上田誠吉宛て大江志乃夫書簡 ８７．９．２６． 大江志乃夫 書簡 １９８７

０９１７ 上田誠吉宛て浜林正夫書簡 ８７．９．２８． 浜林正夫 書簡 １９８７

０９１８ 上田誠吉宛て馬場正夫書簡 昭和６２年１０月２日 東京弁護士会図書館
長 馬場正夫 書簡 １９８７

０９１９ 上田誠吉宛てＥ．マイナー書簡 October 5, 1987 Ｅ．マイナー 書簡 １９８７

０９２０ 上田誠吉宛て四位直毅書簡 一九八七年一〇
月一〇日 四位直毅 書簡 １９８７

０９２１ 上田誠吉宛て田中しづ書簡 ［１９８７年］十月十
三日 田中しづ 書簡 １９８７

０９２２ 上田誠吉宛て瀧沢義郎書簡 ［昭和］６２．１０．２０ 瀧沢義郎 書簡 １９８７

０９２３ 上田誠吉宛て秋間浩書簡 １９８７年１０月２２日 秋間浩 書簡 １９８７

Ⅴ‐１．書簡（１）「受難」の資料となる手紙
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９２４ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７年１０月２４日 山本玉樹 書簡 １９８７

０９２５ 上田誠吉宛て田村義也装丁展世話人発書
簡 ［昭和］６２．１０．３０ 田村義也装丁展世話

人 書簡 １９８７

０９２６ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７．１１．２． 山本玉樹 書簡 １９８７

０９２７ 上田誠吉宛て松本照男書簡 ［１９８７年］十一月
五日 松本照男 書簡 １９８７

０９２８ 上田誠吉宛て田中しづ書簡 ８７．１１．６ 田中しづ 書簡 １９８７

０９２９ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 １９８７．１１．１８． 山本玉樹 書簡 １９８７

０９３０ 上田誠吉宛て鎌倉啓三書簡 ［１９８７年］十一月
十九日 鎌倉啓三 書簡 １９８７

０９３１ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年十一
月二五日 山本玉樹 書簡 １９８７

０９３２ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九八七年十一
月二九日 山本玉樹 書簡 １９８７

０９３３ 上田誠吉宛て清源敏孝書簡 昭和６２年１１月３０日 弁護士 清源敏孝 書簡 １９８７

０９３４ 上田誠吉宛て岸昌書簡 昭和６２年１１月 大阪府知事 岸昌 書簡 １９８７

０９３５ 上田誠吉宛て金圭昇書簡 八八、一、一九、 金圭昇 書簡 １９８８

０９３６ 上田誠吉宛て小波倉正偉書簡 ［１９８８年］一月二
六日 弁護士 古波倉正偉 書簡 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９３７ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 ８７．９．１１． 佐藤貴美子 書簡 １９８７

０９３８ 上田誠吉宛て日本共産党中央委員会資料
室長書簡 １９８７年９月２２日 日本共産党中央委員

会資料室長 書簡 １９８７

０９３９ 上田誠吉宛て石田勝心書簡 ［１９８７年］九月二
十四日 石田勝心 書簡 １９８７

０９４０ 上田誠吉宛て橋本敦書簡 ８７．９．２５ 参議院議員 橋本敦 書簡 １９８７

０９４１ 上田誠吉宛て山本孝幸書簡 ８７．９．２６． 山本孝幸 書簡 １９８７

０９４２ 上田誠吉宛て北野弘久書簡 ［１９８７年］９／２６ 北野弘久 書簡 １９８７

０９４３ 上田誠吉宛て桜木澄和書簡 ［１９８７年］九月廿
六日 桜木澄和 書簡 １９８７

０９４４ 上田誠吉宛て松橋忠光書簡 １９８７年９月２７日 松橋忠光 書簡 １９８７

Ⅴ‐２．書簡（２）「受難」についての手紙
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９４５ 上田誠吉宛て朝比奈英三書簡 ［１９８７年］九月二
十七日 朝比奈英三 書簡 １９８７

０９４６ 上田誠吉宛て永井秀夫書簡 ［昭和］６２．９．２８ 永井秀夫 書簡 １９８７

０９４７ 上田誠吉宛て岩澤健蔵書簡 ８７．９．２８． 岩澤健蔵 書簡 １９８７

０９４８ 上田誠吉宛て佐藤義弥書簡 ［昭和］６２．９．２８． 佐藤義弥 書簡 １９８７

０９４９ 上田誠吉宛て亀田得治書簡 ［昭和］６２．９．２８ 弁護士 亀田得治 書簡 １９８７

０９５０ 上田誠吉宛て松本照男書簡 ［１９８７年］九月二
十八日 松本照男 書簡 １９８７

０９５１ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９８７年］九・二
八 豊田秀男 書簡 １９８７

０９５２ 上田誠吉宛て佐藤貴美子書簡 ［１９８７年］九月二
十八日 佐藤貴美子 書簡 １９８７

０９５３ 上田誠吉宛て上田滋書簡 ［１９８７年］九月廿
八日 上田滋 書簡 １９８７

０９５４ 上田誠吉宛て奥平康弘書簡 １９８７年９月３０日 奥平康弘 書簡 １９８７

０９５５ 上田誠吉宛て藤原［真由美］書簡 ［１９８７年］１０／５ 藤原［真由美］ 書簡 １９８７

０９５６ 上田誠吉宛て諫山博書簡 ８７．１０．７． 諫山博 書簡 １９８７

０９５７ 上田誠吉宛て水野一書簡 ［１９８７年］一〇月
八日 水野一 書簡 １９８７

０９５８ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９８７年］一〇・九 岡山合同法律事務所
弁護士 豊田秀男 書簡 １９８７

０９５９ 平野大、渡辺脩、上田誠吉宛て松岡肇書
簡 ８７．１０．１０． 松岡肇 書簡 １９８７

０９６０ 平野大、上田誠吉宛て石川元也書簡 ［１９８７年］一〇月
一〇日 石川元也 書簡 １９８７

０９６１ 上田誠吉宛て小田中總樹書簡 一九八七年一〇
月一一日 小田中總樹 書簡 １９８７

０９６２ 上田誠吉宛て伊藤和夫書簡 ８７．１０．１２． 伊藤和夫 書簡 １９８７

０９６３ 上田誠吉宛て諫山博書簡 ８７．１０．１２． 参議院議員 諫山博 書簡 １９８７

０９６４ 上田誠吉宛て吉原稔書簡 ［昭和］６２年１０月１２
日 吉原稔 書簡 １９８７

０９６５ 上田誠吉宛て上田睦子書簡 ８７．１０．１３． 上田睦子 書簡 １９８７

０９６６ 上田［誠吉］宛て善木書簡 ［１９８７年］１０／１３ 善木［しのぶ］ 書簡 １９８７

０９６７ 上田誠吉宛て北山六郎書簡 ［昭和］６２．１０．１６ 北山六郎 書簡 １９８７

０９６８ 上田誠吉宛て名波倉四郎書簡 ［１９８７年］１０．１７ 名波倉四郎 書簡 １９８７
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９６９ 上田誠吉宛て海谷利宏書簡 ８７．１０．２１． 弁護士 海谷利宏 書簡 １９８７

０９７０ 上田誠吉宛て君野眞理書簡 昭和六十二年十
月二十五日 君野眞理 書簡 １９８７

０９７１ 上田誠吉宛て近藤敏夫、芳子書簡 ［１９８７年］十月二
六日 近藤敏夫、芳子 書簡 １９８７

０９７２ 上田誠吉宛て君野駿平書簡 ８７．１０．２６． 君野駿平 書簡 １９８７

０９７３ 上田誠吉宛て近藤芳子書簡 ［昭和］六二、一〇、
二七 近藤芳子 書簡 １９８７

０９７４ 上田［誠吉］宛て佐藤貴美子書簡 ［１９８７年］１０．２９ 佐藤貴美子 書簡 １９８７

０９７５ 上田誠吉宛て後藤昌次郎書簡 一九八七・一〇
・三〇 後藤昌次郎 書簡 １９８７

０９７６ 上田誠吉宛て君野駿平書簡 ［１９８７年］１１月９
日 君野駿平 書簡 １９８７

０９７７ 上田誠吉宛て君野駿平書簡 １９８７．１１．２６． 君野駿平 書簡 １９８７

０９７８「日生協前副会長佐藤日出夫氏が死去」 ［１９９２年］ 『赤旗』 印刷物 １９９２

０９７９９４（秋季）講演会「日本共産党国際部長緒方宅盗聴事件」
［１９９４年］１０月２７
日 印刷物 １９９４

０９８０
「街角から国連まで 住民が手を携えた
８年間 盗聴事件を考える住民の会 菊
地原芙二子さん」

９４．９．１８ 『赤旗』日曜版 印刷物 １９９４

０９８１「語り継ぐ 学徒出陣５０年 ２」 １９９３年６月１７日 『朝日新聞』 印刷物 １９９３

０９８２「秋霜烈日 遺稿・伊藤栄樹の回顧 ３１」［１９８８年］ 『朝日新聞』 印刷物 １９８８

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９８３ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ９１．９．２３ 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９１

０９８４ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ９２．４．２１ 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９２

０９８５ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ９２．７．２７ 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９２

０９８６ 上田誠吉宛て林巨樹書簡 九二・八・七 林巨樹 書簡 １９９２

０９８７ 上田誠吉宛て豊田、佐藤茂弥、竹澤哲夫
書簡 ［平成］４．８．８ 豊田［秀男］、佐藤

茂弥、竹澤哲夫 書簡 １９９２

０９８８ 上田誠吉宛て山中郁子書簡 一九九二年八月 山中郁子 書簡 １９９２

０９８９ 上田誠吉宛て高橋勝彦書簡 ９２．８．２７． 高橋勝彦 書簡 １９９２

Ⅴ‐３．書簡（３）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

０９９０ 上田誠吉宛て高橋勝彦書簡 ９２．９．１． 高橋勝彦 書簡 １９９２

０９９１ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９９２年］九・八 岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９２

０９９２ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９９２年］九・二
六

岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９２

０９９３ 上田誠吉宛て舘山茂書簡 ［１９９２年］九月二
九日 舘山茂 書簡 １９９２

０９９４ 上田誠吉宛て舘山茂書簡 ［１９９２年］十月六
日 舘山茂 書簡 １９９２

０９９５ 上田誠吉宛て木島日出夫書簡 一九九二年一〇
月

林百老先生を偲ぶ記
録集刊行委員会 代
表 木島日出夫

書簡 １９９２

０９９６ 上田誠吉宛て大野達三書簡 ［平成］４．１１．７ 大野達三 書簡 １９９２

０９９７ 上田誠吉宛て木島日出夫、西沢忠雄書簡 一九九二年一二
月一〇日

林百老先生を偲ぶ記
録集刊行委員会 代
表 木島日出夫、事
務局 西沢忠雄

書簡 １９９２

０９９８ 上田誠吉宛て秋間浩、美江子書簡 １９９２年１２月 秋間浩、美江子 書簡 １９９２

０９９９ 上田誠吉宛て Zdeneka Vasiljevova書簡 １４．１２．９２ Zdeneka Vasiljevova 書簡 １９９２

１０００ 上田誠吉宛て豊田秀男書簡 ［１９９３年］一、一
三

岡山合同法律事務所
豊田秀男 書簡 １９９３

１００１ 上田誠吉宛て岡本公書簡 ９３．１．２６． 岡本公 書簡 １９９３

１００２ 上田誠吉宛て広中俊雄書簡 一九九三年二月
一八日 広中俊雄 書簡 １９９３

１００３ 上田誠吉宛て山本隆子書簡 ［平成］５．２．２７ 詩人会議編集部 山
本隆子 書簡 １９９３

１００４ 上田誠吉宛て小沢清子書簡 一九九三年三月
十二日 小沢清子 書簡 １９９３

１００５ 上田誠吉宛て青柳英子書簡 一九九三年三月 青柳英子 書簡 １９９３

１００６ 上田誠吉宛て岡本公書簡 ［１９９３年］三月二
十日 岡本公 書簡 １９９３

１００７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９４年］一月一
八日 君野栄子 書簡 １９９４

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１００８ 上田誠吉宛て谷田透書簡 ［平成］６．４．２５ 谷田透 書簡 １９９４

１００９ 上田誠吉、圭子宛て鶴見祐策書簡 ９４．８．１． 鶴見祐策 書簡 １９９４

Ⅴ‐４．書簡（４）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０１０ 上田誠吉宛て永山誠、口石昭書簡 １９９４．８．５
労動旬報社「賃銀と
社会保障」編集部
永山誠、口石昭

書簡 １９９４

１０１１ 上田誠吉宛て台湾協会発書簡 一九九四年八月 財団法人台湾協会 書簡 １９９４

１０１２ 上田誠吉宛て本田昇書簡 ９４・８・８ 本田昇 書簡 １９９４

１０１３ 上田誠吉宛て塩田庄兵衛書簡 １９９４．８．１２ 塩田庄兵衛 書簡 １９９４

１０１４ 上田誠吉宛て塩田庄兵衛書簡 ［１９９４年］８／２１ 塩田庄兵衛 書簡 １９９４

１０１５ 上田誠吉宛て豊田文子書簡 一九九四年八月 豊田文子 書簡 １９９４

１０１６ 上田誠吉宛て緒方靖夫書簡 一九九四・八・
二六 緒方靖夫 書簡 １９９４

１０１７ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ［１９９４年］八月二
十七日 君野栄子 書簡 １９９４

１０１８ 上田誠吉宛て松崎多恵子書簡 ［１９９４年］９月１
日 松崎多恵子 書簡 １９９４

１０１９ 上田誠吉宛て寺元勤書簡 一九九四年九月
七日 寺元勤 書簡 １９９４

１０２０ 上田誠吉宛て小田中總樹書簡 ９４．９．９ 小田中總樹 書簡 １９９４

１０２１ 上田誠吉宛て杉浦絵三書簡 ［１９９４年］九・一
〇 杉浦絵三 書簡 １９９４

１０２２ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９４．９．１８ 君野栄子 書簡 １９９４

１０２３ 上田誠吉宛て佐藤義弥書簡 ９４．９．１９． 佐藤義弥 書簡 １９９４

１０２４ 上田誠吉宛て成澤壽信書簡 １９９４年９月２７日 季刊『刑事弁護』編
集室 成澤壽信 書簡 １９９４

１０２５ 上田誠吉宛て土屋慶子書簡 １９９４年１０月１日 土屋慶子 書簡 １９９４

１０２６ 上田誠吉宛て三宅明正書簡 ９４．１０．８ 三宅明正 書簡 １９９４

１０２７ 上田誠吉宛て木下武男書簡 ［平成］６．１０．１９ 木下武男 書簡 １９９４

１０２８ 上田誠吉宛て角倉洋子書簡 一九九四年十月
二十二日 事務局 角倉洋子 書簡 １９９４

１０２９ 上田誠吉宛て岡崎晃書簡 ９４．１０．２７ 岡崎晃 書簡 １９９４

１０３０ 上田誠吉宛て岩井恵子書簡 ９４．１０．２７ 岩井恵子 書簡 １９９４

１０３１ 上田誠吉宛て安永千秋書簡 ［１９９４年］十月二
十七日 安永千秋 書簡 １９９４

１０３２ 上田誠吉宛て下村幸男書簡 ９４年１１月７日 下村幸男 書簡 １９９４

１０３３ 上田誠吉宛て高畑弘書簡 １９９４．１１．２５ 高畑弘 書簡 １９９４

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）

―１５２―



資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０３４ 上田誠吉宛て松井康浩書簡 ９４年１１月２５日 新京橋法律事務所
弁護士 松井康浩 書簡 １９９４

１０３５ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九九四年十一
［十二］月三日 山本玉樹 書簡 １９９４

１０３６ 上田誠吉宛て石川元也書簡 一九九四年一二
月九日 石川元也 書簡 １９９４

１０３７ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九九四年十二
月十日 山本玉樹 書簡 １９９４

１０３８ 上田誠吉宛て土屋慶子書簡 ９４．１２．２５． 土屋慶子 書簡 １９９４

１０３９ 上田誠吉宛て安永千秋書簡 ［１９９４年］十二月
二十九日 安永千秋 書簡 １９９４

１０４０ 上田誠吉宛て高岡岑郷書簡 ［平成］７．１．３

小松�榮さんの『逆
転への回廊』出版記
念のつどい 実行委
員長 高岡岑郷

書簡 １９９５

１０４１ 上田誠吉宛て板野学書簡 ［１９９５年］一月十
七日 板野学 書簡 １９９５

１０４２ 上田誠吉宛て荻野勝正書簡 平成七年二月四
日 荻野勝正 書簡 １９９５

１０４３ 荻野勝正宛て上田誠吉書簡 一九九五年二月
七日 上田誠吉 書簡 １９９５

１０４４ 上田誠吉宛て原崇書簡 ［１９９５年］２月１５
日 原崇 書簡 １９９５

１０４５ 上田誠吉宛て松橋忠光書簡 １９９５年２月２８日 松橋忠光 書簡 １９９５

１０４６ 上田誠吉宛て神田高書簡 ９５・３・２ 東京法律事務所 弁
護士 神田高 書簡 １９９５

１０４７ 上田誠吉宛て美馬靖子書簡 一九九五年三月
三日 美馬靖子 書簡 １９９５

１０４８ 上田誠吉宛て小島成一書簡 一九九五年 小島成一 書簡 １９９５

１０４９ 上田誠吉宛て籔下彰治朗書簡 ９５．６．１９． 籔下彰治朗 書簡 １９９５

１０５０ 上田誠吉宛て美馬靖子書簡 ９５．７．４． 美馬靖子 書簡 １９９５

１０５１ 上田誠吉宛て小玉陽子書簡 一九九五・七・
十七

（株）ジャパン・プレ
ス・サービス 小玉
陽子

書簡 １９９５

１０５２ 上田誠吉宛て星清次書簡 ９５．７．２４． 星清次 書簡 １９９５

１０５３ 上田誠吉宛て土屋慶子書簡 ［１９９５年］７／２６ 土屋慶子 書簡 １９９５

１０５４ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ［１９９５年］七月二
六日 菊地原芙二子 書簡 １９９５

１０５５ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九九五年七月 山本玉樹 書簡 １９９５

１０５６ 上田誠吉宛て山本玉樹書簡 一九九五年七月
三十一日 山本玉樹 書簡 １９９５
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資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０５７ 上田誠吉宛て田中万里子書簡 ［１９９５年］七月三
十一日 田中万里子 書簡 １９９５

１０５８ 上田誠吉宛て狩野節子書簡 ９５．８．４． 第一合同法律事務所
狩野節子 書簡 １９９５

１０５９ 上田誠吉宛て梅原成子書簡 ９５．８．７． 梅原成子 書簡 １９９５

１０６０ 上田誠吉宛て星清次書簡 ９５．８．７． 星清次 書簡 １９９５

１０６１ 上田誠吉宛て君野栄子書簡 ９５．８．９． 君野栄子 書簡 １９９５

１０６２ 上田誠吉宛て吉岡澄子書簡 ９５．８．１９． 吉岡澄子 書簡 １９９５

１０６３ 上田圭子宛て上田睦子書簡 ９５．８．１９． 上田睦子 書簡 １９９５

１０６４ 上田誠吉宛て菅野昭夫書簡 ９５．９．１． 菅野昭夫 書簡 １９９５

１０６５ 上田誠吉宛て石塚與喜雄書簡 ９５．９．８． 学徒援農調査室函館
本部 石塚與喜雄 書簡 １９９５

１０６６ 上田誠吉宛て菊地原芙二子書簡 ９５．９．１２ 菊地原芙二子 書簡 １９９５

１０６７ 上田誠吉宛て石川元也書簡 ９５・９・１２ 石川元也 書簡 １９９５

１０６８ 上田誠吉宛て緒方靖夫書簡 一九九五年九月
二十二日 緒方靖夫 書簡 １９９５

１０６９ 上田誠吉宛て星清次書簡 ９５．９．２９． 星清次 書簡 １９９５

１０７０ 上田誠吉宛て安達十郎書簡 平成七年九月二
九日 安達十郎 書簡 １９９５

１０７１ 上田誠吉宛て長谷川正安、憲書簡 一九九五年十一
月三十日 長谷川正安、憲 書簡 １９９５

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０７２『戦争と国家秘密法 戦時下日本でなに
が処罰されたか』 １９８６年２月５日 上田誠吉（イクォリ

ティ） 印刷物 １９８６

１０７３『ある北大生の受難 国家秘密法の爪痕』１９８７年９月２８日 上田誠吉（朝日新聞
社） 印刷物 １９８７

１０７４『人間の絆を求めて 国家秘密法の周辺』１９８８年７月２０日 上田誠吉（花伝社） 印刷物 １９８８

１０７５『国家秘密法のすべて』 １９８５年９月２０日 上田誠吉、坂本修編
（青木書店） 印刷物 １９８５

１０７６『ある内務官僚の軌跡』 １９８０年４月２８日 上田誠吉（大月書
店） 印刷物 １９８０

１０７７『人々とともに 弁護士４０年の歩み
１９５０～１９９０』 １９９０年５月１日 上田誠吉（光陽出版

社） 印刷物 １９９０
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０７８『上田誠吉さんの思いで 人々とともに』２０１０年９月４日 自由法曹団 印刷物 ２０１０

１０７９“Meeting with Japan” １９６０ Fosco Maraini
(The Viking Press) 印刷物 １９６０

１０８０『日米交換船』 二〇〇六年三月
三〇日

鶴見俊輔、加藤典
洋、黒川創（新潮社） 印刷物 ２００６

１０８１『特高警察体制史 社会運動抑圧取締の
構造と実態』 １９８４年９月２５日 荻野富士夫（せきた

書房） 印刷物 １９８４

１０８２『国家秘密法制の研究』 １９８７年７月３１日 斉藤豊治（日本評論
社） 印刷物 １９８７

１０８３『資料 国家秘密法――議会論議と事例
から――』 １９８７年４月１０日 横浜弁護士会編（花

伝社） 印刷物 １９８７

資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０８４［宮澤弘幸関係複写写真アルバム］ 写真

１０８５ マライーニ提供フィルムのプリント ［１９４０‐１９４１年］ Ｆ．マライーニ 写真 １９４０‐
１９４１

１０８６ 宮澤弘幸、マライーニ ［１９４０年］ 写真 １９４０

１０８７ レーン息女 昭和十六年一月
七日 写真 １９４１

１０８８ Ｈ．ヘッカー書斎 写真

１０８９ 宮澤弘幸、Ｆ．マライーニ 一九四〇年 写真 １９４０

１０９０ Ｆ．マライーニ、秋間美江子、浩、上田
誠吉 ８８．４．２２ 写真 １９８８

１０９１ 秋間美江子、浩、上田誠吉 ８８．４．２３ 写真 １９８８

１０９２ 上田誠吉ほか ８８．４．２６ 写真 １９８８

１０９３ 太黒胃腸病院、Ｈ．ヘッカー墓 ８８．４．２７ 写真 １９８８

１０９４ 特別養護老人ホーム 神愛園 ８８．４．２８ 写真 １９８８

１０９５ 秋美美江子、浩、上田誠吉 写真

１０９６ ボルダー 写真

１０９７ 女性 ８８．１．３０ 写真 １９８８

１０９８ 石坂公歴墓 ８７．９．１９ 写真 １９８７

Ⅶ．視聴覚資料

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料（井上）
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資料
番号

資料表記 付帯情報
資料名 年・年度・自至 作成者 分類 年代

１０９９ 広済寺 ８８．４．２２ 写真 １９８８

１１００ 宮沢家墓 ８６．１２．３０ 写真 １９８６

１１０１ ボルドー ９１．５．９ 写真 １９９１

１１０２ 上田夫妻 Ｓ６３．４／２９ 写真 １９８８

１１０３ 北光教会 写真

１１０４ 秋間浩、美江子、上田誠吉 写真

１１０５ レーン文庫ほか 写真

１１０６ ネガ 写真

１１０７ 大雪山、網走、ジャッカ・ドフニ、イク
バシュ（旭川） ８３．６ 上田誠吉 写真 １９８８

１１０８『レーン・宮沢事件 もうひとつの１２月
８日』 １９９３年１２月 秋元健一演出（ビデ

オプレス） 写真 １９９３

１１０９ レーン事件（仮へん）５０分 写真

１１１０ 内田ヒデ先生 於神愛園 No１，２ 一九八七、十一、
十三、 山本玉樹 カセット

テープ １９８７

［備考］ �１ 推定、補語は、［ ］の中に入れて表記した。
�２ 不明は空欄とした。

北海道大学大学文書館年報 第７号（２０１２年３月）

―１５６―



上田誠吉略年譜

１９２６年 ９月８日、神戸市に生まれる

１９４５年 ４月、東京帝国大学法学部入学

５月、入隊

１０月、大学に復学

１９４７年 １１月、司法試験合格

１９４８年 ２月、東京大学法学部卒業

１９４９年 ７月５日、三鷹事件

８月１７日、松川事件

１９５０年 ４月、弁護士登録、自由法曹団に加わる

１９５２年 １月２１日、白鳥事件

５月１日、メーデー事件

７月８日、砂川事件

１９６０年 ２月、後藤昌次郎と共著『誤った裁判』（岩波新書）

１９７３年 ７月、『国家の暴力と人民の権利』（新日本出版社）

１９７４年 １１月２２日、東京・鶴岡灯油裁判提訴

１９７９年 １１月、『裁判と民主主義』（大月書店）

１９８０年 ４月、『ある内務官僚の軌跡』（大月書店）

１９８３年 １０月、『昭和裁判史論――治安維持法と法律家たち』（大月書店）

１９８５年 ９月、坂本修と編著『国家機密法のすべて』（青木書店）

１９８６年 １月、『戦争と国家秘密法』（イクオリティ）

１１月２７日、日本共産党幹部緒方靖夫宅盗聴事件発覚

１９８７年 １月、『核時代の国会秘密法』（大月書店）

９月、『ある北大生の受難――国家秘密法の爪跡』（朝日新聞社）

１９８８年 ７月、『人間の絆を求めて――国家秘密法の周辺』（花伝社）

１９８９年 １２月、『いま、帝の国の人権』（花伝社）

１９９０年 １月、『治安立法と裁判』（新日本出版社）

５月、『人々とともに――弁護士四〇年の歩み』（光陽出版社）

１９９２年 ２月、編著『民衆の弁護士論』（花伝社）

１９９５年 ５月、『見えてきた秘密警察――緒方宅電話盗聴事件』（花伝社）

１９９７年 ５月、『司法官の戦争責任――満洲体験と戦後司法』（花伝社）

２００９年 ５月１０日、逝去

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関連資料（井上）

［備考］ 上田誠吉が裁判に関わった主な事件の発生年月、主要著書の刊行年月を記載した。
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【 解 題 】

井上 高聡

１．上田誠吉について

上田誠吉は１９２６年神戸に生まれた。東京帝国大学に進学したが、すぐに入隊、戦後復学

した。在学中から自由法曹団（１９２１年創立、創立メンバーに布施辰治も加わった。基本的

人権、民主主義、平和を旗印とする弁護士の団体）に関わり、１９４７年司法試験に合格した。

１９４８年東京大学法学部卒業後、司法修習を受け、１９５０年に弁護士登録をした。略年譜にあ

るように、三鷹事件、松川事件、メーデー事件、白鳥事件、砂川事件など戦後の重要事件

の裁判に関わった。１９７４‐８４年には自由法曹団長を務めた。２００９年逝去した。

上田は、多忙な弁護活動と並行して、多くの裁判・法律関連の著作を著した。１９８０年代

に国家秘密法制定反対の立場から、戦前の軍機保護法に関わる宮澤・レーン事件などを調

査し、『戦争と国家秘密法』（イクオリティ、１９８６年）を刊行した。この著作をきっかけに、

宮澤・レーン事件の当事者であった北大生宮澤弘幸の実妹秋間美江子氏ご夫妻との交流が

始まり、『ある北大生の受難――国家秘密法の爪跡』（朝日新聞社、１９８７年）、『人間の絆を

求めて――国家秘密法の周辺』（花伝社、１９８８年）の刊行へと結実し、宮澤・レーン事件

の全貌が明らかになった。

２．宮澤・レーン事件について

宮澤・レーン事件とは、日本がアメリカと開戦した１９４１年１２月８日、北海道帝国大学工

学部電気工学科２年生の宮澤弘幸と、彼と親交が深かったアメリカ人の予科英語教師ハロ

ルド・レーン、ポーリン・レーン夫妻が軍機保護法違反の容疑で特高警察に逮捕され、懲

役に処された事件である。宮澤弘幸は終戦後釈放されたが、過酷な服役による罹病のため

１９４７年２月２２日早世した。一方、１９４３年アメリカへ送還されたレーン夫妻は、終戦後にハ

ロルド・レーンが新制北海道大学で再び教鞭を執ることとなり、１９５１年再来日した。

上田誠吉は、宮澤弘幸とレーン夫妻の大審院判決から事件の全貌を明らかにし、関係者

の証言や資料を収集して、この事件が冤罪であることを究明した。また、宮澤弘幸のご遺

族、友人であった人類学者フォスコ・マライーニや、レーン夫妻のもとに集った人々の証

言・写真・関係資料などから、宮澤弘幸やレーン夫妻の足跡を追って関係者の思いに迫っ

た。先述の著書は、事件に関わった人々を半世紀近くの時を超えて、再び結び付けるに至っ

たドキュメンタリーともなっている。
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３．上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料について

２０１１年１１月２９日、上田圭子氏から、上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料１１１０点を大

学文書館にご寄贈いただいた。資料寄贈にあたり、上田誠吉の生前のご同僚であった弁護

士藤原真由美氏にご仲介を、井上勝生大学文書館研究員（北海道大学名誉教授）にご尽力

をいただいた。

上田誠吉は、自著のための調査資料を編年あるいはテーマ毎にファイル等に整理を行

なっていた。ファイルに綴じられた資料を順番に見ていくと、上田の調査の過程をつぶさ

に確認することができる。こうした資料群の性格を鑑み、目録作成にあたっては、上田の

整理方法を最大限尊重することとした。既にファイルとして整理されているものは、ファ

イル単位で、原則として綴られている順番に即して目録に書載した。未整理資料等は、資

料形態と年代を考慮して目録に書載した。

なお、寄贈資料には、宮澤・レーン事件関係資料のみではなく、上田が関わった鶴岡灯

油裁判の関係資料、刊行の労を執った君野駿平『生還の記――あるインテリ兵卒の体験』

（花伝社、１９９１年）や岸本羊一『スキャンダラスな人びと――レーン夫妻スパイ事件と私

たち』（新教出版社、１９９１年）の関連資料なども含む。

資料群には多数の書簡など、個人情報に関わる資料も多い。閲覧・公開に際しては充分

に留意する予定である。

４．上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関係資料の構成概略

Ⅰ．宮澤・レーン事件関係判決書

上田が入手した判決書コピーなど。１９４２‐４３年。

Ⅱ．ノート・原稿ファイル

宮澤・レーン事件調査の際に作成した自筆の調査ノート、調査原稿。１９８６‐８７年。

Ⅲ‐１．資料ファイル（１）

宮澤弘幸の経歴になど、『ある北大生の受難』執筆調査や出版に関する資料。１９８６

年１１月～１９８７年１１月。

Ⅲ‐２．資料ファイル（２）

宮澤・レーン夫妻の裁判記録、レーン夫妻やＨ．ヘッカーの人物に関する調査資料

など。１９８６年１２月～１９８７年１２月。

Ⅲ‐３．資料ファイル（３）

Ｅ．マライーニ、レーン夫妻の人物に関する調査資料など。１９８７年１‐７月。

Ⅲ‐４．資料ファイル（４）

戦前の根室飛行場に関する調査資料など。１９８７年２‐５月。

Ⅲ‐５．資料ファイル（５）

〔目録〕上田誠吉旧蔵宮澤・レーン事件関連資料（井上）
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１９８７年７月９日に札幌弁護士会が企画して行なった集会の関係資料など。集会には

上田誠吉と宮澤弘幸の実妹秋間美江子氏も参加した。１９８７年４‐１１月。

Ⅲ‐６．資料ファイル（６）

宮澤弘幸著述コピー、『ある北大生の受難』出版関係資料など。１９８７年６‐１２月。

Ⅲ‐７．資料ファイル（７）

レーン夫妻、Ｅ．マイナー、Ｆ．マライーニなど、『人間の絆を求めて』執筆調査資

料など。１９８７年１０‐１２月。

Ⅲ‐８．資料ファイル（８）

レーン夫妻、Ｆ．マライーニに関する調査資料など。１９８７年１２月～１９８８年２月。

Ⅲ‐９．資料ファイル（９）

『ある北大生の受難』の反響、『人間の絆を求めて』原稿など。１９８７年１２月～１９８８年

２月。

Ⅲ‐１０．資料ファイル（１０）

『人間の絆を求めて』執筆調査資料、原稿など。１９８８年２‐４月。

Ⅲ‐１１．資料ファイル（１１）

『人間の絆を求めて』執筆調査資料など。１９８８年３‐６月。

Ⅲ‐１２．資料ファイル（１２）

『人間の絆を求めて』出版関係、反響の書簡など。１９８８年５‐１０月。

Ⅲ‐１３．資料ファイル（１３）

『人間の絆を求めて』反響など。１９８８年８‐１２月。

Ⅲ‐１４．資料ファイル（１４）

ビデオ「レーン・宮沢事件 もう一つの１２月８日」関係資料など。１９９１年８月～１９９４

年７月。

Ⅲ‐１５．資料ファイル（１５）

君野駿平『生還の記』出版関係資料。１９９０年１２月～１９９１年１１月。

Ⅲ‐１６．資料ファイル（１６）

岸本羊一『スキャンダラスな人びと』出版関係資料。１９９１年５‐９月。

Ⅳ．未整理資料

上田がファイルなどに整理していなかった資料。大部の刊行物コピーや原稿などの

ファイリングできなかった資料や、鶴岡灯油裁判関係の資料などを含む。１９８７‐９４

年。

Ⅴ‐１．書簡（１）「受難」の資料となる手紙

「「受難」の資料となる手紙」と書かれた紙袋の中に束ねられて保管されていた。１９８７

年９月～１９８８年１月。

Ⅴ‐２．書簡（２）「受難」についての手紙

「「受難」についての手紙」と書かれた紙袋の中に束ねられて保管されていた。１９８７
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年９‐１１月。

Ⅴ‐３．書簡（３）

紙袋の中に束ねられて保管されていた。１９９１年９月～１９９４年１月。

Ⅴ‐４．書簡（４）

紙袋の中に束ねられて保管されていた。１９９４年４月～１９９５年１１月。

Ⅵ． 図書

宮澤・レーン事件に関係する自著、寄贈書籍、収集書籍など。

Ⅶ． 視聴覚資料

秋間美江子氏やＦ．マライーニから提供を受けた写真の複製など。

（いのうえ たかあき／北海道大学大学文書館員）
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